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2022（令和4） 年度 講義計画（シラバス）

学科・コース名 スポーツ外国語 学科 デイタイム コース 開講時期 3年 前期 単位数 2 単位

実務内容

講義形態 講義 必修・選択の別 必修 分野

科目名 ビジネスマナー
講師名 オムニバス

実務経験

授業概要
自分自身の過去や経験を紐解き、今後のキャリア選択に必要な自分軸を明確にする講
義です。他人や世間の価値観に揺さぶられることなく、自分の人生において価値を置きた
いものは何なのかを導くため、様々なワークを実施します。

到達目標
今後のキャリアに輪郭を持たせて明確に語れるようになることを目指します。クラスメイト
の様々な価値観に触れることにより、社会で必要なアサーティブなコミュニケーション力も
養います。

回数 講義計画

第１回

第２回 履歴書を書こう①

概論～進路を考えていこう

第３回

第４回

履歴書を書こう②

求人票の見方について

第５回

第６回

【キャリアデザインとは　ガイダンス・好きなことワーク】

【“興味価値観能力”キャリアストーリーで人生を振り返る】

第７回

第８回

【“価値観”経験代謝ワーク】

【“価値観”自分の価値観を紐解く】

第９回

第１０回

【“能力”強みチェックとインタビュー】

【“能力”】

第１１回

第１２回

【キャリアアンカー価値観ワーク】＋VISION　イラストワーク

【イラスト発表＋目標設定】

参考文献

第１３回

第１４回

第１５回

テキスト 履正社オリジナル「キャリアガイド」/4回目以降プリント配布 

【潜在能力ワーク】

【私の人生で大切にしたいのは・・・＋強み＋私だからできることワーク】

【発表続き】

履修上の注意

備考

評価方法
筆記試験 小テスト 出席率 実技（実習）
授業態度 提出物（レポート） その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

履正社国際医療スポーツ専門学校
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Review 

Review Review 

Basketball III
Describing actions and commentary

Rugby IV
Describing actions and commentary

Basketball IV
Describing actions and commentary

Rugby V
Describing actions and commentary

Basketball V
Describing actions and commentary

Rugby VI
Describing actions and commentary

Basketball VI
Describing actions and commentary

Review 

Rugby I
Describing actions and commentary

Basketball I
Describing actions and commentary

Rugby II
Describing actions and commentary

Basketball II
Describing actions and commentary

Tennis II
Describing actions and commentary
Tennis III
Describing actions and commentary

Football IV
Describing actions and commentary

Tennis IV
Describing actions and commentary

Football V
Describing actions and commentary

Tennis V
Describing actions and commentary

履修上の注意

備考

回数講義計画 講義計画

第１６回

第１７回

第１８回

評価方法
筆記試験 小テスト 出席率 実技（実習）
授業態度 提出物（レポート） その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

テキスト

参考文献

Tennis VI
Describing actions and commentary

Review 

第１３回

第１４回

第１５回

第２８回

第２９回

第３０回

Review 

第１０回

第１１回

第１２回

第２５回

第２６回

第２７回

Rugby III
Describing actions and commentary

第７回

第８回

第９回

第２２回

第２３回

第２４回

第４回

第５回

第６回

第１９回

第２０回

第２１回
Football VI
Describing actions and commentary

第２回

第３回

Course intro, Football I
Describing actions and commentary

Course intro, Tennis I
Describing actions and commentary

Football II
Describing actions and commentary
Football III
Describing actions and commentary

授業概要
First and Second Semester – Students will be able to describe actions as they happen
using prepositions, adjectives and adverbs in the past, present and future tense. Students
will also be able to comment on actions by summarizing passages of play.

到達目標
Students can understand commentary and make comments and summerize actions that
occur during a sports broadcast.

回数

実務内容

講義形態 講義 必修・選択の別 必修 分野

第１回

3年 通年 単位数 4 単位

科目名 スポーツ英語 Ⅱ
講師名 Jarrett Bailey

実務経験

2022（令和4） 年度 講義計画（シラバス）

学科・コース名 スポーツ外国語 学科 デイタイム コース 開講時期

履正社国際医療スポーツ専門学校
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2022（令和4） 年度 講義計画（シラバス）

学科・コース名 スポーツ外国語 学科 デイタイム コース 開講時期 3年 前期 単位数 2 単位

○

実務内容 企業勤務、国際交流員

講義形態 講義 必修・選択の別 必修 分野

科目名 スポーツ英語 Ⅲ
講師名 Craig McLaren

実務経験

授業概要
Students will study basic drills used in a variety of sports.  They will prepare a
demonstration and practice giving instructions in English and Japanese.

到達目標
Students will be able to confidently set up, explain and give advice about basic sports
drills.

回数 講義計画

第１回

第２回

Course intro, starting a session, warm up drills 

Giving encouragement. Warmup Drills 

第３回

第４回

Warmup Drills 

Speed Drills 

第５回

第６回

Speed Drills 

Agility Drills 

第７回

第８回

Agility Drills 

Jumping/landing Drills 

第９回

第１０回

Jumping/landing Drills 

Mixed Session and Game  

第１１回

第１２回

Mixed Session and Game  

Mixed Session and Game  

参考文献

第１３回

第１４回

第１５回

テキスト

Mixed Session and Game  

Mixed Session and Game  

Mixed Session and Game  

履修上の注意

備考

評価方法
筆記試験 小テスト 出席率 実技（実習）
授業態度 提出物（レポート） その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

履正社国際医療スポーツ専門学校
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履修上の注意

備考

参考文献

評価方法
筆記試験 小テスト 出席率 実技（実習）
授業態度 提出物（レポート） その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

第１５回 Mixed session and game (assessment) 第３０回 Student Led - mixed session and game

テキスト

第１３回 Mixed session and game 第２８回 Student Led - mixed session and game

第１４回 Mixed session and game 第２９回 Student Led - mixed session and game

第１１回 Jumping/Landing Drills 第２６回 Student Led - mixed session and game

第１２回 Jumping/Landing Drills (assessment) 第２７回 Student Led - mixed session and game

第９回 Agility Drills (assessment) 第２４回 Student Led - mixed session and game

第１０回 Jumping/Landing Drills 第２５回 Student Led - mixed session and game

第７回 Agility Drills 第２２回 Student Led - mixed session and game

第８回 Agility Drills 第２３回 Student Led - mixed session and game

第５回 Speed Drills 第２０回 Student Led - mixed session and game

第６回 Speed Drills (assessment) 第２１回 Student Led - mixed session and game

第３回 Warm up drills (assessment) 第１８回 Student Led - mixed session and game

第４回 Speed Drills 第１９回 Student Led - mixed session and game

第１回
Course intro, starting a session, warm up
drills

第１６回 Student Led - mixed session and game

第２回 Warm up drills 第１７回 Student Led - mixed session and game

授業概要
This is a practical class. Students will give a demonstrations of basic sports drills
explaining setup and technique as well as giving advice and encouragement in English
and Japanese.

到達目標
Students will be confident in giving instructions and advice about common sports drills
and also be able to design and lead simple training sessions.

回数 講義計画 回数 講義計画

〇

実務内容 企業勤務・国際交流員

講義形態 講義 必修・選択の別 必修 分野

3年 通年 単位数 4 単位

科目名
Physical English Ⅲ

（ﾌｨｼﾞｶﾙ・ｲﾝｸﾞﾘｼｭⅢ）

講師名 Craig McLaren

実務経験

2022（令和4） 年度 講義計画（シラバス）

学科・コース名 スポーツ外国語 学科 デイタイム コース 開講時期

履正社国際医療スポーツ専門学校
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履修上の注意

備考

参考文献

評価方法
筆記試験 小テスト 出席率 実技（実習）
授業態度 提出物（レポート） その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

第１５回 Original Presentation Final 第３０回 Self Evaluation

テキスト

第１３回 Sample Presentation 6 第２８回 Final Individual Presentation

第１４回 Review/Test/Original Presentation Prep 第２９回
Final Individual Presentation and Year
Review Q&A

第１１回 Sample Presentation 4 第２６回 Individual Presentation

第１２回 Sample Presentation 5 第２７回 Final Individual Presentation (Free) Prep

第９回 Sample Presentation 2 第２４回 Review and Self Evaluations

第１０回 Sample Presentation 3 第２５回 Individual Presentation (Themed) Prep

第７回 General Tips 第２２回 Group Presentation (Free) Prep

第８回 Sample Presentation 1 第２３回 Group Presentation

第５回 Voice II: Fillers 第２０回 Group Presentation (Themed) Prep

第６回 Spacing: Using the area 第２１回 Group Presentation

第３回 Body Language III: Body Positioning 第１８回 Group Presentation (Themed) Prep

第４回
Voice I: Voice Projection/Emphasis and
pitch

第１９回 Group Presentation

第１回
Body Language I: Facial
Expressions/Gestures

第１６回 Group Presentation (Themed) Prep

第２回 Body Language II: Posture/Preparatio 第１７回 Group Presentation

授業概要
First and Second Semester – Using pictures and footage from real games, students will
gain the ability to give accurate and factual presentations. They will use detailed
analysis, give their opinions and improve their research and fact-checking skills.

到達目標
Students will be comfortable speaking in front of others with a good understanding of
basic presentation theories.

回数 講義計画 回数 講義計画

実務内容

講義形態 講義 必修・選択の別 必修 分野

3年 通年 単位数 4 単位

科目名
スピーキング＆プレゼンテーション

（英語）

講師名 Jarrett Bailey

実務経験

2022（令和4） 年度 講義計画（シラバス）

学科・コース名 スポーツ外国語 学科 デイタイム コース 開講時期

履正社国際医療スポーツ専門学校
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履修上の注意

備考

参考文献 Tactics for TOEIC Listening and Reading Test

評価方法
筆記試験 小テスト 出席率 実技（実習）
授業態度 提出物（レポート） その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

第１５回 Final test advice 第３０回 Final test advice 

テキスト  

第１３回 Reading review 第２８回 Reading review

第１４回 Self study 第２９回 Self study 

第１１回 Part 4 第２６回 Part 4

第１２回 Listening reiew 第２７回 Listening reiew

第９回 Reading Mock Test 第２４回 Reading Mock Test

第１０回 Reading Review/Feedback 第２５回 Reading Review/Feedback

第７回 Part 6 第２２回 Part 6

第８回 Part 7 第２３回 Part 7

第５回 Listening Mock Test 第２０回 Listening Mock Test

第６回 Part 5 第２１回 Part 5

第３回 Part 3 第１８回 Part 3

第４回 Part 4 第１９回 Part 4

第１回 Part 1 第１６回 Part 1

第２回 Part 2 第１７回 Part 2

授業概要

In class, students are expected to
1) Do quizzes on vocabulary and key sentences
2) Do oral reading practice in the vocabulary and the key sentences
3) Learn the strategies for listening and reading sections
4)  Work on the exercises in the textbook
5) Review their mistakes and understand the grammar points with explanations by the instructor

到達目標 Students will be able to understand the basic vocabulary and grammar in TOEIC.

回数 講義計画 回数 講義計画

実務内容

講義形態 講義 必修・選択の別 必修 分野

3年 通年 単位数 4 単位

科目名 TOEIC Ⅰ
講師名

実務経験

2022（令和4） 年度 講義計画（シラバス）

学科・コース名 スポーツ外国語 学科 デイタイム コース 開講時期

履正社国際医療スポーツ専門学校
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履修上の注意

備考

評価方法
筆記試験 小テスト 出席率 実技（実習）
授業態度 提出物（レポート） その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

参考文献 Tactics for TOEIC Listening and Reading Test

第１３回 Reading review

第１４回 Self study review

第１５回 Feedback and final test advice

テキスト  

第１１回 Part 2

第１２回 Listening review

第９回 Reading test

第１０回 Reading test feedback

第７回 Part 6

第８回 Part 7

第５回 Listening test

第６回 Part 5

第３回 Part 3

第４回 Part 4

第１回 Part 1

第２回 Part 2

授業概要

In class, students are expected to
1) Do quizzes on vocabulary and key sentences
2) Do oral reading practice in the vocabulary and the key sentences
3) Learn the strategies for listening and reading sections
4) Work on the exercises in the textbook
5) Review their mistakes and understand the grammar points with explanations by the instructor

到達目標 Students will be able to understand the basic vocabulary and grammar in TOEIC.

回数 講義計画

実務内容

講義形態 講義 必修・選択の別 必修 分野

科目名 TOEIC Ⅱ
講師名

実務経験

3年 前期 単位数 2 単位

2022（令和4） 年度 講義計画（シラバス）

学科・コース名 スポーツ外国語 学科 デイタイム コース 開講時期

履正社国際医療スポーツ専門学校
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履修上の注意

備考

参考文献

評価方法
筆記試験 小テスト 出席率 実技（実習）
授業態度 提出物（レポート） その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

第１５回 Review 第３０回 Review

テキスト

第１３回 Olympic Record Pole Vault 第２８回 Football interview

第１４回 Review 第２９回 Review

第１１回 Lightweight Men’s Double Skulls 第２６回 Football game

第１２回 Germany Wins The Horizontal Bar 第２７回 Football analysis

第９回 Women’s 10m Air Rifle II 第２４回 Basketball analysis

第１０回 Thai Weightlifter Sets New Record 第２５回 Basketball interview

第７回 Review 第２２回 Review

第８回 Women’s 10m Air Rifle I 第２３回 Basketball game

第５回 Shot Put Olympic Gold 第２０回 Rugby analysis

第６回 USA beat Serbia in the men's basketball 第２１回 Rugby interview

第３回 Norway’s surprising curling victory II 第１８回 Tennis interview

第４回 Germany's first javelin gold in 80 years 第１９回 Rugby game

第１回
Course outline
Volleyball gold medal result

第１６回
Course outline
Tennis game

第２回 Norway’s surprising curling victory I 第１７回 Tennis analysis

授業概要

First Semester – Students will be able to listen and understand live commentary and results from popular
sporting events. Improve their listening and spelling ability through dictation. Use common sporting
expressions in their daily lives.
Second semester – Students will be able to listen, summarize and take notes on game analysis and live
interviews from popular sporting events. Explain important information accurately and in detail.

到達目標 Student will understand natural English used before, during, and after sporting events.

回数 講義計画 回数 講義計画

実務内容

講義形態 講義 必修・選択の別 必修 分野

3年 通年 単位数 4 単位

科目名 スポーツ実況（リスニング）Ⅱ
講師名 Jarrett Bailey

実務経験

2022（令和4） 年度 講義計画（シラバス）

学科・コース名 スポーツ外国語 学科 デイタイム コース 開講時期

履正社国際医療スポーツ専門学校
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履修上の注意

備考

参考文献

評価方法
筆記試験 小テスト 出席率 実技（実習）
授業態度 提出物（レポート） その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

第１５回 Sports Transactions Writing 第３０回 Sports Article Writing 

テキスト

第１３回 Transactions and Team Information 第２８回 Sports Article

第１４回 Transactions and Team Information 第２９回 Sports Article

第１１回 Transactions and Team Information 第２６回 Sports Article

第１２回 Transactions and Team Information 第２７回 Sports Article

第９回 Sports History 第２４回 Post-Game Interview Article

第１０回 Sports History Writing 第２５回 Post-Game Interview Article Writing

第７回 Sports History 第２２回 Post-Game Interview Article

第８回 Sports History 第２３回 Post-Game Interview Article

第５回 Unconventional Sport Event Writing 第２０回 Sports Opinions Writing

第６回 Sports History 第２１回 Post-Game Interview Article

第３回 Unconventional Sport Event 第１８回 Sports Opinions

第４回 Unconventional Sport Event 第１９回 Sports Opinions

第１回
Course Intro
Unconventional Sport Event

第１６回
Course Intro
Sports Opinions

第２回 Unconventional Sport Event 第１７回 Sports Opinions

授業概要
Students will practice reading and learning vocabulary used in the text and answer
TOEIC style questions.  Students will also be asked to create their own reading tasks
similar to think critically.

到達目標
Students will improve their vocabulary and reading comprehension skills.  They will also
be able to give opinions on articles they have read.

回数 講義計画 回数 講義計画

実務内容

講義形態 講義 必修・選択の別 必修 分野

3年 通年 単位数 4 単位

科目名 スポーツ記事（リーディング）Ⅱ
講師名 Jarrett Bailey 

実務経験

2022（令和4） 年度 講義計画（シラバス）

学科・コース名 スポーツ外国語 学科 デイタイム コース 開講時期

履正社国際医療スポーツ専門学校
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履修上の注意

備考

参考文献 Essentail Grammar in Use

評価方法
筆記試験 小テスト 出席率 実技（実習）
授業態度 提出物（レポート） その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

第１５回 Feedback 第３０回 Feedback

テキスト

第１３回 Question Tags 第２８回 Comparatives

第１４回 Review 第２９回 Review

第１１回 Phrasal Verbs Part 1 第２６回 Relative Clauses 1

第１２回 Phrasal verbs Part 2 第２７回 Relative Clauses 2

第９回 Conditionals Part 1 第２４回 Prepositions

第１０回 Conditionals Part 2 with unless 第２５回 Conjunctions

第７回 Review 第２２回 Review

第８回 Feedback 第２３回 Feedback

第５回 Modals – Can, Could, Able to 第２０回
Future Perfect Simple and Future Perfect
Continuous

第６回 Modals – May, Might, Must, Should 第２１回 Gerunds

第３回
Past Continuous and Present Prefect
Continuous

第１８回 Articles Part 2: a, an, and the

第４回 Future Simple and Future with “going to” 第１９回
Past Perfect Simple and Present Perfect
Simple

第１回 Year One Review 第１６回 Determiners: some, any, none, all, much…

第２回 Irregular Verbs with Past Simple 第１７回 Articles Part 1: a, an, and the

授業概要
Students will learn grammar through bookwork and practical grammar exercises.  And
demonstrate their knowledge through tests.

到達目標
Students understanding of English grammar and their ability to make more complex
sentences will improve

回数 講義計画 回数 講義計画

実務内容

講義形態 講義 必修・選択の別 必修 分野

3年 通年 単位数 4 単位

科目名 英文法
講師名

実務経験

2022（令和4） 年度 講義計画（シラバス）

学科・コース名 スポーツ外国語 学科 デイタイム コース 開講時期

履正社国際医療スポーツ専門学校
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履修上の注意

備考

参考文献 English Pronunciation in Use

評価方法
筆記試験 小テスト 出席率 実技（実習）
授業態度 提出物（レポート） その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

第１５回 Review 第３０回 Review

テキスト

第１３回 ɜ: / ɔ: / ɔɪ / aʊ 第２８回 Dividing messages into speech units

第１４回 Review 第２９回 Review

第１１回 θ / ð 第２６回 Consonant groups part 1

第１２回 ʌ / ʊ / u: 第２７回 Consonant groups part 2

第９回 Midterm test 第２４回 Midterm test

第１０回 m/ n/ ŋ / əʊ / ɒ 第２５回 Stress in compound words

第７回 l / r / ɑ: / eə 第２２回 Stress patterns part 3

第８回 Review 第２３回 Review

第５回 g / k / h / w / j 第２０回 Stress patterns part 1

第６回 aɪ / ɪ / ʃ / ʤ / ʧ 第２１回 Stress patterns part 2

第３回 d / t / i:/ t 第１８回 Stress in compound words

第４回 ə / ɪ / f / v 第１９回 Stress in long words

第１回 Sounds of English / eɪ / æ 第１６回 Introducing word stress

第２回 b / p / s /z 第１７回 Stress in two syllable words

授業概要

First Semester – Students will review how to pronounce and spell the sounds of English and make
the differences between similar sounds clearer. They will also learn how some sounds are joined
together and the different ways that stress can be used.
Second Semester – Students will understand how the meaning of a word can be changed through
stress and intonation and improve their pronunciation of consonant group words.

到達目標
Students will have a deeper understanding of English spelling and pronunciation and
understand the impact accent and tone on meaning.

回数 講義計画 回数 講義計画

○

実務内容 企業勤務、国際交流員

講義形態 講義 必修・選択の別 必修 分野

3年 通年 単位数 4 単位

科目名 発音法Ⅱ
講師名 Craig McLaren

実務経験

2022（令和4） 年度 講義計画（シラバス）

学科・コース名 スポーツ外国語 学科 デイタイム コース 開講時期

履正社国際医療スポーツ専門学校



〇 〇 〇
〇

2022（令和4） 年度 講義計画（シラバス）

学科・コース名 スポーツ外国語 学科 デイタイム コース 開講時期 3年 通年 単位数 4 単位

科目名 多文化コミュニケーション Ⅲ
講師名 Jarrett Bailey

実務経験

授業概要

First semester – Students will learn slang and idioms based on American culture. Students will feel
comfortable navigating everyday services in America such as, transport and fast food.
Second semester – Students will learn slang and idioms based on common activities such as joining a gym,
going on a short break, opening a bank account and differences in shopping habits.

到達目標 Students will understand American slang and idioms.

回数 講義計画 回数 講義計画

実務内容

講義形態 講義 必修・選択の別 必修 分野

第３回 BBQ Vocab/Slang/Idioms 第１８回 Get moving – Joining a gym

第４回
Review
Vocab/Idiom and grammar test

第１９回 Get moving – Extreme sports  

第１回
Course intro
New friends – Hi there

第１６回
Course outline
Dining – complaining about food

第２回 New friends – Meet the neighbours 第１７回 Get moving – Play ball

第７回 Getting Around – Taxi 第２２回 Get away from it all – Going wild

第８回
Review
Vocab/Idiom and grammar test

第２３回 Get away from it all – Fancy schmancy

第５回 Getting Around – Riding the bus 第２０回
Review
Vocab/Idiom and grammar test

第６回 Getting Around – The Subway 第２１回 Get away from it all – Day tripping

第１１回
Review
Vocab/Idiom and grammar test

第２６回 Road to riches – Making the big bucks

第１２回 Dining in Style – Drive Thru 第２７回 Money slang and idioms

第９回 Taking a drive – Let’s go for a ride 第２４回
Review
Vocab/Idiom and grammar test

第１０回 Taking a drive – Oops. Sorry, officer 第２５回 Road to riches – Stash the cash!

第１５回 Review 第３０回 Review

テキスト

第１３回 Dining in Style – Restaurant 第２８回 Shopping – Food glorious food

第１４回 Food idioms and review 第２９回 Shopping idioms and final review

履修上の注意

備考

参考文献

評価方法
筆記試験 小テスト 出席率 実技（実習）
授業態度 提出物（レポート） その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

履正社国際医療スポーツ専門学校



〇 〇 〇 〇
〇

2022（令和4） 年度 講義計画（シラバス）

学科・コース名 スポーツ外国語 学科 デイタイム コース 開講時期 3年 通年 単位数 4 単位

科目名 ビジネス英語Ⅰ
講師名 Craig McLaren

実務経験

授業概要
First Semester – Students will learn how to write appropriate emails and avoid miscommunication
during business correspondence.
Second Semester - Students will practice their business skills in a series of scenarios.

到達目標
Students will be able to have meetings and express their opinions regarding issues at
work and communicate effecively via email.

回数 講義計画 回数 講義計画

○

実務内容 企業勤務、国際交流員

講義形態 講義 必修・選択の別 必修 分野

第３回 Intro to email/layout/key phrases 第１８回 Business Scenario 2

第４回 Sending and receiving emails 第１９回 Business Scenario 3

第１回 Course outline/taking notes 第１６回
Course outline - small talk review, short
test

第２回  Email addresses 第１７回 Business Scenario 1

第７回 Making arrangements 第２２回 Business Scenario 6

第８回 Enquiries 第２３回 Business Scenario 7

第５回 Organising your emails 第２０回 Business Scenario 4

第６回 Starting and finishing emails 第２１回 Business Scenario 5

第１１回 Writing emails (making requests) 第２６回 Business Scenario 10

第１２回 Writing emails (making requests) 第２７回 Business Scenario 11

第９回 Organising your emails 第２４回 Business Scenario 8

第１０回 Proofreading 第２５回 Business Scenario 9

第１５回 Review 第３０回 Business Scenario 14

テキスト

第１３回 Writing emails (giving information) 第２８回 Business Scenario 12

第１４回 Writing emails (giving information) 第２９回 Business Scenario 13

履修上の注意

備考

参考文献 Intelligent Business Skills Book

評価方法
筆記試験 小テスト 出席率 実技（実習）
授業態度 提出物（レポート） その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

履正社国際医療スポーツ専門学校



〇 〇
〇

履修上の注意

備考

評価方法
筆記試験 小テスト 出席率 実技（実習）
授業態度 提出物（レポート） その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

参考文献 Intelligetn Business Course and Skills Book

第１３回

第１４回

第１５回

テキスト

Business meal, likes and dislikes making recommendations

Business lunch, talking about likes and dislikes, making recommendations

Practical 

第１１回

第１２回

Receiving visitors,  offers and requests small talk  

Practical 

第９回

第１０回

 Receive visitors  (airport and reception) 

Receiving visitors, offers and requests small talk 

第７回

第８回

 Talk, putting people on hold, clarifying information review

Practical 

第５回

第６回

Talking on the phone, putting people on hold, leaving a message 

 Talk, putting people on hold, clarifying information

第３回

第４回

Small talk , introductions opening a meeting review 

Practical 

第１回

第２回

Course intro -  First impressions, meeting people and small talk 

Asking about your job and other people's jobs opening a meeting 

授業概要
Students will practice various business skills through a series of role plays in order to
feel comfortable in key business situations.

到達目標 Students will be able to confidently handle a number of simple business interactions.

回数 講義計画

○

実務内容 企業勤務、国際交流員

講義形態 講義 必修・選択の別 必修 分野

科目名 ビジネス英語 Ⅱ
講師名 Craig McLaren

実務経験

3年 前期 単位数 2 単位

2022（令和4） 年度 講義計画（シラバス）

学科・コース名 スポーツ外国語 学科 デイタイム コース 開講時期

履正社国際医療スポーツ専門学校



〇 〇 〇
〇

2022（令和4） 年度 講義計画（シラバス）

学科・コース名 スポーツ外国語 学科 デイタイム コース 開講時期 3年 後期 単位数 2 単位

実務内容

講義形態 講義 必修・選択の別 必修 分野

科目名 バイオメカニクス
講師名 Jarrett Bailey

実務経験

授業概要
Students will learn about bones, muscles, and types of movements in relation with the body. They
will also learn about equipment used during treatments and perform Physical Therapy/Athletic
Trainer role plays to be more comfortable with talking and using learned vocabulary.

到達目標
Students will have a working knowledge of bones, muscles and movement types and be
able to handle a basic consultation.

回数 講義計画

第１回

第２回

Overview Physiotherapy/Bones with Verbs

Muscles with Verbs

第３回

第４回

The Upper body

The Lower Body

第５回

第６回

The Core

People at a clinic/Roles

第７回

第８回

Locations in a clinic and equipment

Body Movements

第９回

第１０回

Review 

The Diagnosis Process 

第１１回

第１２回

PT Roleplay 1

PT Roleplay 2

参考文献 Career Paths - Physiotherapy

第１３回

第１４回

第１５回

テキスト  

PT Roleplay 3

PT Roleplay 4

Roleplay review 

履修上の注意

備考

評価方法
筆記試験 小テスト 出席率 実技（実習）
授業態度 提出物（レポート） その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

履正社国際医療スポーツ専門学校


