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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 Feedback 第３０回 Feedback 

テキスト Sports Paradise – English through sports

第１３回 Basketball 第２８回 Winter Sports

第１４回 Review Week Tennis/Basketball 第２９回 Written /Listening Test 

第１１回 Basketball 第２６回 Winter Sports

第１２回 Tennis 第２７回 Winter Sports

第９回 Review Test 第２４回 Review Test

第１０回 Tennis 第２５回 Winter Sports

第７回 Rugby 第２２回 Swimming

第８回 Review Week Football/Rugby 第２３回 High jump/ Long jump

第５回 Rugby 第２０回 Olympics Track and Field

第６回 Football 第２１回 Olympics Track and Field

第３回 Tournaments and Team Roles 第１８回 Volleyball

第４回 Football 第１９回 Golf

第１回
Self Intro/VARK/Sports names and
verbs

第１６回 Baseball

第２回 Sports Verbs 第１７回 Hockey

授業概要

Study popular sports and terminology Improve presentation and conversation skills
In addition to common sports injuries. A brief look at the history, words and slang
commonly used in popular sports. Reading, listening speaking and writing activities will be
included in all lessons

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

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

2年 通年 単位数 4 単位

科目名 Sports EnglishⅡ（スポーツ英語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 学科 イブニングコース 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 Feedback 第３０回 Feedback 

テキスト

第１３回 Injury and care 第２８回 Player consultation, injury and care 

第１４回 Injury and care 第２９回 Player consultation, injury and care 

第１１回 Circuit training 第２６回 Table tennis

第１２回 Circuit training 第２７回 Table tennis

第９回 Touch Rugby 第２４回 Hockey 

第１０回 Touch Rugby 第２５回 Hockey 

第７回 Basketball 第２２回 Badminton

第８回 Basketball 第２３回 Badminton

第５回 Football/Soccer 第２０回 Golf 

第６回 Football/Soccer 第２１回 Golf 

第３回 Weight training 第１８回 Tailored weight training 

第４回 Weight training 第１９回 Tailored weight training 

第１回 Course outline and fitness testing 第１６回 Fitness testing – different methods

第２回 Fitness testing 第１７回 Fitness testing – different methods

授業概要
Students will actually do training and learn appropriate language for these situations
Students will learn how to perform fitness tests and deal with customers/players they
meet for the first time

到達目標 Students understand how instructions are given in various sporting situations.

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

2年 通年 単位数 4 単位

科目名 Physical English Ⅱ（ﾌｨｼﾞｶﾙ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ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 イブニングコース 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/Preparation 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

2年 通年 単位数 4 単位

科目名
Speaking & presentationⅡ

（プレゼンテーション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 学科 イブニングコース 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 Feedback 第３０回 Feedback 

テキスト

第１３回 Short Talk 3 /Vocab L 第２８回 Questions and response 7 /Vocab Z

第１４回 Photos 4 /Vocab M 第２９回 Short Convo 7 /Vocab A

第１１回 Question and Response 3 /Vocab J 第２６回 Short Talk 6 /Vocab X

第１２回 Short Convo 3 /Vocab K 第２７回 Photos 7 /Vocab Y

第９回 Short Talk 2/Vocab H 第２４回 Questions and Response 6 /Vocab V

第１０回 Photos 3 /Vocab I 第２５回 Short Convo 6 /Vocab W

第７回 Question and Response 2 /Vocab F 第２２回 Short Talk 5/Vocab T

第８回 Short Convo 2/Vocab G 第２３回 Photos 6 /Vocab U

第５回
Introduction to the Short Talk section
Short Talk 1 /Vocab D

第２０回 Questions and Response 5 /Vocab R

第６回 Photos 2 /Vocab E 第２１回 Short Convo 5 /Vocab S

第３回
Introduction to the Question and
esponse section

第１８回 Short Talk 4 /Vocab P

第４回
Introduction to the Short Convo section
Short Convo 1 /Vocab C

第１９回 Photos 5 /Vocab Q

第１回 Test 第１６回 Question and Response 4 /Vocab N

第２回 Introduction to the Photo section – Photos 1 /Vocab A第１７回 Short Convo 4 /Vocab O

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 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

2年 通年 単位数 4 単位

科目名 TOEIC Listening（TOEIC 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 イブニングコース 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 Feedback 第３０回 Feedback 

テキスト

第１３回 Short Reading /Vocab L 第２８回 Incomplete sentences/Vocab Z

第１４回 Incomplete sentences/Vocab M 第２９回 Passage Completion /Vocab A

第１１回 Incomplete sentences/Vocab J 第２６回 Passage Completion /Vocab X

第１２回 Passage Completion /Vocab K 第２７回 Short Reading /Vocab Y

第９回 Passage Completion /Vocab H 第２４回 Short Reading /Vocab V

第１０回 Short Reading /Vocab I 第２５回 Incomplete sentences/Vocab W

第７回 Short Reading /Vocab F 第２２回 Incomplete sentences/Vocab T

第８回 Incomplete sentences/Vocab G 第２３回 Passage Completion /Vocab U

第５回 Incomplete sentences/Vocab D 第２０回 Passage Completion /Vocab R

第６回 Passage Completion /Vocab E 第２１回 Short Reading /Vocab S

第３回
Introduction to the reading section –
Passage Completion /Vocab B 第１８回 Short Reading /Vocab P

第４回
Introduction to the reading section –
Short Reading /Vocab C

第１９回 Incomplete sentences/Vocab Q

第１回 Test 第１６回 Incomplete sentences/Vocab N

第２回
Introduction to the reading section –
 Incomplete sentences/Vocab A

第１７回 Passage Completion /Vocab O

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 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

2年 通年 単位数 4 単位

科目名 TOEIC Reading（TOEIC Ⅳ）
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 イブニングコース 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 イブニングコース コース 開講時期 2年 通年 単位数 4 単位

科目名
Sports ListeningⅡ

（スポーツ実況Ⅱリスニング]）

講師名 Craig McLaren

実務経験

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 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 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 resul

第１６回
Course outline
Tennis game

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

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

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
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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 Feedback 第３０回 Feedback 

テキスト

第１３回 A living legend – Michael Jordan 第２８回 Real articles

第１４回 The NBA all-star game 第２９回 Real articles

第１１回 News in levels – Andy Murray’s career 第２６回 Real articles

第１２回
News in levels – A very long game of
basketball

第２７回 Real articles

第９回 Vocab and reading test 第２４回 Real articles

第１０回 News in levels – Coco Gauff 第２５回 Real articles

第７回 Sports events – Six Nations 第２２回 Test using intermediate material

第８回 Sports events – Rugby World Cup 第２３回 Real articles

第５回 Sports events – Champions League 第２０回 Intermediate articles

第６回 Sports events – World Cup 第２１回 Intermediate articles

第３回 Player profile Rui Hachimura 第１８回 Intermediate articles

第４回 Player profile Ichiro Suzuki 第１９回 Intermediate articles

第１回
Course outline
Player profile Naomi Osaka

第１６回 Intermediate articles

第２回 Player profile Michael Leitch 第１７回 Intermediate articles

授業概要

Students will look at a variety of sports articles with basic English
Students will become more knowledgeable about current events in the sporting world
outside of Japan
Rapid reading, Look up reading, Pair reading
Students will improve skills important for taking TOEIC reading tests.

到達目標 Students will improve skills important for taking TOEIC reading tests.

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

2年 通年 単位数 4 単位

科目名
Sports ReadingⅡ

（スポーツ記事Ⅱ[リーディング]）

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 イブニングコース 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 イブニングコース コース 開講時期 2年 通年 単位数 4 単位

科目名 英文法
講師名 Craig McLaren

実務経験

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 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
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

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１５回 Review 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　

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
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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 Feedback 第３０回 Feedback 

テキスト

第１３回 Adverb suffixes 第２８回 Text language and contractions

第１４回 R-controlled sounds 第２９回 Text language and contractions

第１１回 Adjective suffixes 第２６回 Text language and contractions

第１２回 Non sight words 第２７回 Text language and contractions

第９回 Noun suffixes part 2 第２４回 Gimme and gotta

第１０回 Silent k and double consonant 第２５回 Gimme and gotta

第７回 Review 第２２回 Review 

第８回 Midterm Test 第２３回 Midterm Test

第５回 Verb suffixes 第２０回 At/on/in

第６回 Noun suffixes part 1 第２１回 At/on/in

第３回 Trigraphs 第１８回 Gonna/wanna

第４回 Long vowels and silent “e” 第１９回 Until/by/in/for

第１回 Basic Phonics/ Vowel digraphs 第１６回 Syllables and stress 

第２回 Consonant digraphs 第１７回 Schwa sounds/and of/the

授業概要
To help students improve their English pronunciation
Students spelling will also improve.

到達目標
Students will learn like native English speakers and stop relying on katakana
Understand common patterns in English.

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

2年 通年 単位数 4 単位

科目名 Phonics（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 イブニングコース 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 Week 第３０回 Feedback 

テキスト

第１３回 Going to the movies/Talking about movies第２８回 Going to someone’s house 

第１４回 Review Week 第２９回 Review Week 

第１１回 Restaurant/Ordering and taking orders 第２６回 Going to the post office 

第１２回 Ordering review Going to the movies 第２７回 Going to the post office 

第９回 Giving and Asking For directions 第２４回 Going to the hairdresser 

第１０回 Giving and Asking For directions 第２５回 Going to the hairdresser 

第７回 Review Week 第２２回 Review Week 

第８回 Speaking Test 第２３回 Speaking Test 

第５回 Inviting and making plans/Offering 第２０回 Restaurant 

第６回 Asking Permission 第２１回 Restaurant 

第３回 Making a request 第１８回 Shopping

第４回 Inviting and making plans 第１９回 Shopping

第１回
Course outline/ Greetings, gestures and
talking about yourself.

第１６回 Going to the doctor 

第２回 Greetings, gestures responses 第１７回 Going to the doctor 

授業概要

Review course material and help students speak with non-Japanese
To help students and how to manage common interactions
Demonstrate appropriate behavior and manners

到達目標
To give a basic understanding of culturally important media like magazines, movies and
songs.

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

2年 通年 単位数 4 単位

科目名
Multicultural Ⅱ

（多文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ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 イブニングコース 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 イブニングコース コース 開講時期 2年 通年 単位数 4 単位

科目名
MulticulturalⅢ

（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

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
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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 Written and oral assessment 第３０回 Mock Interviews 

テキスト

第１３回 Saying No 第２８回 Interviews 

第１４回 Study week 第２９回 Study week 

第１１回 Emails and business correspondence 第２６回 Email and business correspondence II

第１２回 Dealing with customers and visitors 第２７回 Interviews 

第９回 Test 第２４回 Test

第１０回 Emails and business correspondence 第２５回 Email and business correspondence II

第７回 Making, cancelling and changing appointments 第２２回 Negotiating

第８回 Making, cancelling and changing appointments 第２３回 Negotiating

第５回 Small Talk 第２０回 Meetings 

第６回 Small Talk 第２１回 Meetings 

第３回 Formal English 第１８回 Graphs/reading and analyzing trends 

第４回 Formal English 第１９回 Graphs/reading and analyzing trends 

第１回 Outline and Introductions 第１６回 Telephone conversations 

第２回 Office vocabulary and manners 第１７回 Telephone conversations 

授業概要

Students will be able to introduce themselves and others in a formal setting and confidently manage situations like:

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

2年 通年 単位数 4 単位

科目名 Business English
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 イブニングコース コース 開講時期

履正社国際医療スポーツ専門学校


