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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

第１３回 【潜在能力ワーク】

第１４回
【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】

第１５回 【発表続き】

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

第１１回 【キャリアアンカー価値観ワーク】＋VISION　イラストワーク

第１２回 【イラスト発表＋目標設定】

第９回 【“能力”強みチェックとインタビュー】

第１０回 【“能力”】

第７回 【“価値観”経験代謝ワーク】

第８回 【“価値観”自分の価値観を紐解く】

第５回 【キャリアデザインとは　ガイダンス・好きなことワーク】

第６回 【“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３回 履歴書を書こう②

第４回 求人票の見方について

第１回 概論～進路を考えていこう アンケート実施

第２回 履歴書を書こう①

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 補足事項

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

2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 英語 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 英語 コース開講時期 2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 スポーツマネジメントⅡ
講師名 森下　純弘

実務経験

授業概要

<クラブマネジャーの役割・クラブの運営>
総合型地域スポーツクラブは幅広い地域住民のニーズに応え、地域づくりに貢献す
る場となりうるもので、このことによりスポーツが文化として成熟していくと考えられます
が、そのためにはクラブを適切に運営していくクラブマネジャーが必要である。

到達目標
本授業ではクラブマネジャーの役割・仕事内容、クラブの運営などについて詳細に学
を深めていきます。

回数 講義計画

第３回

第４回

クラブマネジャーの役割③（人・組織のマネジメント能力・施設の管理と運営）

クラブマネジャーの役割④（ホスピタリティ・スポーツクラブの安全管理・財務）

第１回

第２回

クラブマネジャーの役割①（ロジカルシンキング・コミュニケーション）

クラブマネジャーの役割②（マーケティング・経営戦略）

第７回

第８回

クラブの運営②（顧客とスタッフの定義）

クラブの運営③（ＮＰＯ法人格の取得手続）

第５回

第６回

クラブのつくり方（クラブの創設）

クラブの運営①（自主運営に必要な条件）

第１１回

第１２回

クラブの運営⑥（事業計画書の作成と評価）

クラブの運営⑦（事例クラブ紹介❶）

第９回

第１０回

クラブの運営④（活動拠点の確保）

クラブの運営⑤（財源の確保）

参考文献

第１３回

第１４回

第１５回

テキスト
日本スポーツ協会発行　リファレンスブック
日本スポーツ協会発行　アシスタントマネジャー養成テキスト

クラブの運営⑧（事例クラブ紹介❷）

クラブの運営⑨（事例クラブ紹介❸）

総まとめ

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



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 英語 コース開講時期 2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 メディカル英語Ⅱ
講師名 Jarrett Bailey

実務経験

授業概要
Students will look at fundamental vocabulary used in a physical therapy clinic
environment and practice using this in a variety of role plays.

到達目標
Students will be able to use specialized language to discuss treatment with other
medical professionals and deal with patients in common situations.

回数 講義計画

第３回

第４回

The Upper body and back.  Patient charts.

Lower body and legs.  PT roleplay.

第１回

第２回

Course overview.  Introduction to bones.

The body: Muscles and verbs

第７回

第８回

Body movements

Midterm Review

第５回

第６回

People at the clinic and their roles.

Locations in a clinic and equipment.

第１１回

第１２回

PT Roleplay 2

PT Roleplay 3

第９回

第１０回

The diagnostic process

PT Roleplay 1

参考文献

第１３回

第１４回

第１５回

テキスト

PT Roleplay 4

PT Roleplay 5

PT Roleplay 6

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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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 英語 コース 開講時期 2年 通年 単位数 4 単位

科目名 トレーニング英語 Ⅲ
講師名 Craig McLaren 

実務経験

授業概要
 Students will look at personal training and working with athletes in a gym context. Using a mix
of roleplay and class study, essentials of basic training movements will be covered including
different types of training and how to instruct fundamental exercises.

到達目標 Students will feel comfortable leading and instructing others in a gym session.

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 実習 必修・選択の別 必修 分野

第３回 Introducing equipment 2 第１８回 Phases of training

第４回 Introducing equipment practical 第１９回 Flexibility training

第１回 Course outline 第１６回 The workout 1

第２回 Introducing equipment 1 第１７回 The workout 2

第７回 Bench press practical 第２２回 Balance taining 

第８回 Deadlift 1 第２３回 Plyometric training 

第５回 Bench press 1 第２０回 Cardiorespiratory training 1

第６回 Bench press 2 第２１回 Cardiorespiratory training 2

第１１回 Squat 1 第２６回 Resistance training 2

第１２回 Squat 2 第２７回 Students planned sessions 

第９回 Deadlift 2 第２４回 Speed, agility and quickness 

第１０回 Deadlift practical 第２５回 Resistance training 1 

第１５回 Review and practical 第３０回 Students planned sessions 

テキスト

第１３回 Squat practical 第２８回 Students planned sessions 

第１４回 Review and practical 第２９回 Students planned sessions 

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

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 英語 コース 開講時期 2年 通年 単位数 4 単位

科目名 トレーニング英語 Ⅳ
講師名 Craig McLaren

実務経験

授業概要
Students practice leading basic sports drills based on warmup, speed, agility, jumping and
landing. Drills will be performed in English and Japanese.  In the second semester, students are
required to design their own sessions based on a specific sport.

到達目標
Students will be confident using English and Japanese to explain a variety of different warm up
techniques.

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 実習 必修・選択の別 必修 分野

第３回 Practical Assessment 第１８回 Student led session 3

第４回 Speed Drills 第１９回 Student led session 4

第１回 Warmup Drills 第１６回 Student led session 1

第２回 Warmup Drills 第１７回 Student led session 2

第７回 Practical Assessment 第２２回 Student led session 7

第８回 Agility Drills 第２３回 Student led session 8

第５回 Speed Drills 第２０回 Student led session 5

第６回 Speed Drills 第２１回 Student led session 6

第１１回 Practical Assessment 第２６回 Student led session 11

第１２回 Jumping and landing drills 第２７回 Student led session 12

第９回 Agility Drills 第２４回 Student led session 9

第１０回 Agility drills 第２５回 Student led session 10

第１５回 Mixed Session 第３０回 Student led session 15

テキスト

第１３回 Jumping and landing drills 第２８回 Student led session 13

第１４回 Mixed Session 第２９回 Student led session 14

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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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 英語 コース 開講時期 2年 通年 単位数 4 単位

科目名 トレーニング英語 Ⅴ
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 回数 講義計画

○

実務内容 企業勤務、国際交流員

講義形態 実習 必修・選択の別 必修 分野

第３回 Feedback and warmup session prep 第１８回 Feedback and mixed session prep

第４回 Speed drill prep 第１９回 Feedback and mixed session prep

第１回
Intro to course, starting a session and
warmup session prep

第１６回 Introduction and mixed session prep

第２回 Feedback and warmup session prep 第１７回 Feedback and mixed session prep

第７回 Feedback and speed drill prep 第２２回 Feedback and mixed session prep

第８回 Feedback and agility drill prep 第２３回 Feedback and mixed session prep

第５回 Feedback and speed drill prep 第２０回 Feedback and mixed session prep

第６回 Feedback and speed drill prep 第２１回 Feedback and mixed session prep

第１１回 Feedback and agility drill prep 第２６回 Feedback and mixed session prep

第１２回
Feedback and jumping and landing drill
prep

第２７回 Feedback and mixed session prep

第９回 Feedback and agility drill prep 第２４回 Feedback and mixed session prep

第１０回 Feedback and agility drill prep 第２５回 Feedback and mixed session prep

第１５回 Feedback and mixed Session prep 第３０回 Feedback and mixed session prep

テキスト

第１３回
Feedback and jumping and landing drill
prep

第２８回 Feedback and mixed session prep

第１４回 Feedback and mixed Session prep 第２９回 Feedback and mixed session prep

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

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 英語 コース開講時期 2年 通年 単位数 4 単位

科目名 マネジメント英語 Ⅲ
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

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

第３回 Intro to email/layout/key phrases 第１８回 Buy it now!

第４回 Sending and receiving emails 第１９回 Bullying

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 Exporting to Mexico

第７回 Making arrangements 第２２回 Investing 

第８回 Enquiries 第２３回  Relocations 

第５回 Organising your emails 第２０回 Car marketing

第６回 Starting and finishing emails 第２１回 Organic foods

第１１回 Writing emails (making requests) 第２６回 Stock market challenge

第１２回 Writing emails (making requests) 第２７回  Fair decision 

第９回 Organising yuor emails 第２４回 Matching skill sets

第１０回 Proofreading 第２５回  Guerilla marketing 

第１５回 Feedback 第３０回 Hot desking 

テキスト

第１３回 Writing emails (giving information) 第２８回 Service not included

第１４回 Writing emails (giving information) 第２９回  Bonus or bust 

履修上の注意

備考

参考文献 Intelligent Business Pre-intermediate Course and 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

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 英語 コース開講時期 2年 通年 単位数 4 単位

科目名 マネジメント英語 Ⅳ
講師名 Craig McLaren 

実務経験

授業概要
Students will study skills that are useful for participating in meetings. They will look at cultural
differences in how busines sis conducted and move on to look at more sports-focused
scenarios in the second semester.

到達目標
Students will be comfortable sharing information, giving their opinion and dealing with opposing
opinions in a business setting.

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 Presenting Information 第１８回 Sports-based business scenario 3

第４回 Presenting an argument 第１９回 Sports-based business scenario 4

第１回 Presenting Information 第１６回 Sports-based business scenario 1

第２回 Presenting Information 第１７回 Sports-based business scenario 2

第７回 Dealing with problems 第２２回 Sports-based business scenario 7

第８回 Dealing with problems 第２３回 Sports-based business scenario 8

第５回 Presenting an argument 第２０回 Sports-based business scenario 5

第６回 Presenting an argument 第２１回 Sports-based business scenario 6

第１１回 Running a meeting 第２６回 Sports-based business scenario 11

第１２回 Running a meeting 第２７回 Sports-based business scenario 12

第９回 Dealing with problems 第２４回 Sports-based business scenario 9

第１０回 Running a meeting 第２５回 Sports-based business scenario 10

第１５回 Negotiating 第３０回 Sports-based business scenario 15

テキスト

第１３回 Negotiating 第２８回 Sports-based business scenario 13

第１４回 Negotiating 第２９回 Sports-based business scenario 14

履修上の注意

備考

参考文献 Intelligent Business Pre-intermediate Course and 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

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 英語 コース開講時期 2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 スポーツ英語　Ⅵ
講師名 Jarrett Bailey 

実務経験

授業概要
Students will practice all four English skills in a variety of activities focused on English used in
baseball.

到達目標
Students will have a good knowledge of English used in baseball and be able to have
conversations about games, results and team performances.

回数 講義計画

第３回

第４回

People and playing area

Rules and positions

第１回

第２回

Intro and history

Equipment and verbs

第７回

第８回

Results

Tournaments, famous teams and players

第５回

第６回

Rules and positions

Results

第１１回

第１２回

Live action and discussion 2

Live action and discussion 3

第９回

第１０回

Tournaments, famous teams and players

Live action and discussion 1

参考文献

第１３回

第１４回

第１５回

テキスト

Live action and discussion 4

Live action and discussion 5

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



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 英語 コース開講時期 2年 前期 単位数 2 単位

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

科目名 スポーツ英語　Ⅶ
講師名 Craig McLaren 

実務経験

授業概要
Students will practice all four English skills in a variety of activities focused on English used in
rugby.

到達目標
Students will have a good knowledge of English used in rugby and be able to have
conversations about games, results and team performances.

回数 講義計画

第３回

第４回

People and playing area

Rules and positions

第１回

第２回

Intro and history

Equipment and verbs

第７回

第８回

Results

Tournaments, famous teams and players

第５回

第６回

Rules and positions

Results

第１１回

第１２回

Live action and discussion 2

Live action and discussion 3

第９回

第１０回

Tournaments, famous teams and players

Live action and discussion 1

参考文献

第１３回

第１４回

第１５回

テキスト

Live action and discussion 4

Live action and discussion 5

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



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 英語 コース開講時期 2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 スポーツ英語　Ⅷ
講師名 Jarrett Bailey 

実務経験

授業概要
Students will practice all four English skills in a variety of activities focused on English used in
American football.

到達目標
Students will have a good knowledge of English used in American football and be able to have
conversations about games, results and team performances.

回数 講義計画

第３回

第４回

People and playing area

Rules and positions

第１回

第２回

Intro and history

Equipment and verbs

第７回

第８回

Results

Tournaments, famous teams and players

第５回

第６回

Rules and positions

Results

第１１回

第１２回

Live action and discussion 2

Live action and discussion 3

第９回

第１０回

Tournaments, famous teams and players

Live action and discussion 1

参考文献

第１３回

第１４回

第１５回

テキスト

Live action and discussion 4

Live action and discussion 5

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



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 英語 コース開講時期 2年 後期 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　Ⅸ
講師名 Craig McLaren 

実務経験

授業概要
Students will practice all four English skills in a variety of activities focused on English used in
ice hockey.

到達目標
Students will have a good knowledge of English used in ice hockey and be able to have
conversations about games, results and team performances.

回数 講義計画

第３回

第４回

People and playing area

Rules and positions

第１回

第２回

Intro and history

Equipment and verbs

第７回

第８回

Results

Tournaments, famous teams and players

第５回

第６回

Rules and positions

Results

第１１回

第１２回

Live action and discussion 2

Live action and discussion 3

第９回

第１０回

Tournaments, famous teams and players

Live action and discussion 1

参考文献

第１３回

第１４回

第１５回

テキスト

Live action and discussion 4

Live action and discussion 5

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



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 英語 コース開講時期 2年 通年 単位数 4 単位

科目名 基礎英語Ⅲ
講師名 Jarrett Bailey 

実務経験

授業概要

First semester will be about learning and using presentation skills in a controlled manner to optimize
retention. Students will use practice dialogues to demonstrate knowledge and use of the skills.
Second semester is about using the skills in a more open manner. They will then progress to researching
information and creating their own presentation in order to demonstrate their mastery f these skills.

到達目標
Students will gain confidence in their presention skills and have a good understadning of
different styles of presentation.

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 Body language III: Body positioning 第１８回 Student Prep Group (Themed)

第４回
Voice: Voice projection / Emphasis
and pitch

第１９回 Group Presentation

第１回
Body language: Facial expressions /
Gestures

第１６回 Student Prep Group (Themed)

第２回
Body language II:  Posture /
Preparation

第１７回 Group Presentation

第７回 General Tips 第２２回 Student Prep Group (Open)

第８回 Sample Presentation 1 第２３回 Group Presentation 

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

第６回 Spacing: Use of speaking area 第２１回 Group Presentation 

第１１回 Sample Presentation 4 第２６回 Presentation 

第１２回 Sample Presentation 5 第２７回 Student Prep Individual (Open)

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

第１０回 Sample Presentation 3 第２５回 Student Prep Individual (Open)

第１５回 Original Presentation 第３０回 Review and Self Evaluation

テキスト

第１３回 Sample Presentation 6 第２８回 Presentation 

第１４回 Review 第２９回 Year Review and Q+A 

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

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 英語 コース開講時期 2年 通年 単位数 4 単位

科目名 TOEIC Ⅱ
講師名 Craig McLaren 

実務経験

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

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

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 

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　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

履正社国際医療スポーツ専門学校



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 英語 コース開講時期 2年 通年 単位数 4 単位

科目名 英語演習Ⅲ
講師名 Craig McLaren 

実務経験

授業概要
Students will practice English in everyday situations based on living and travelling in English speaking
countries.

到達目標
Students will be confident in common situations and have basic understanding of English
speaking cultures and customs.

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

第３回 At the airport 第１８回 Getting around

第４回 On the Plane 第１９回 Making friends

第１回 At the airport 第１６回 Getting around

第２回 At the airport 第１７回 Getting around

第７回 Arrivals 第２２回 Joining a club

第８回 Arrivals 第２３回 Joining a club

第５回 On the Plane 第２０回 Making friends

第６回 On the Plane 第２１回 Making friends

第１１回 Checking in 第２６回 Finding a place to live

第１２回 Checking in 第２７回 Finding a place to live

第９回 Arrivals 第２４回 Joining a club

第１０回 Getting around 第２５回 Finding a place to live

第１５回 Review 第３０回 Bills and living 

テキスト

第１３回 Grab a coffee 第２８回 Bills and living 

第１４回 Grab a coffee 第２９回 Bills and living 

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

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 英語 コース開講時期 2年 前期 単位数 2 単位

実務内容

講義形態 実習 必修・選択の別 必修 分野

科目名 英語演習 IV
講師名 Jarett Bailey 

実務経験

授業概要
English Discussion. Students will read a series of articles before class and discuss them with
each other and the teacher in classes.  They will be asked to give their opinion on the article
and debate the points raised in groups.

到達目標
Students will improve their reading cmprehension and debating skills.  They will be able to give
their opinion on topics they have read and discuss them with others.

回数 講義計画

第３回

第４回

Sports Opinions

Sports Opinions

第１回

第２回

Course Intro Sports Opinions

Sports Opinions

第７回

第８回

Post-Game Interview Article

Post-Game Interview Article

第５回

第６回

Post-Game Interview Article

Post-Game Interview Article

第１１回

第１２回

Sports Article

Sports Article

第９回

第１０回

Sports Article

Sports Article

参考文献

第１３回

第１４回

第１５回

テキスト

Free Discussion

Free Discussion

Feedback

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


