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※この科目のスクーリングは隔年開講予定です。2023年度の開講後は2025年度開講予定です。
※スクーリング受講の場合は p.90の受講条件の達成が必要です。

科目の概要

■科目の内容  
英語コミュニケーション能力を伸ばすことを目標とします。特にリスニングとスピーキングに重点

を置きますが、語学力向上に不可欠であるリーディングと単語学習や、意見や経験などを表現する簡
単なライティングも行います。

教材はオンライン教材を使用します。オンライン教材は音声、画像、動画、文章などを用いたオン
ライン学習（Evolve Digital）ですので、実践的で興味深い内容となっており使用方法も平易です。各
自が設定した目標に向けて、自らのペースで何度でも繰り返し学習ができます。メールを通じて担当
教員と頻繁にコミュニケーションを行います。レベル 1 からレベル 6 まで（各 A、B）から自分のレ
ベルに合わせて選べます。

スクーリングでは、多彩な英語アクティビティ（コミュニケーション、リスニング、リーディング）
をします。

■到達目標  
自宅での学習をもとに、スクーリング講義でほかの学生と一緒に学ぶことにより、実際に役立つコ

ミュニケーション力を身につけ、実践することができる。

■教科書  
履修登録後に送付される「教材レベル選択ガイド」をもとに、使用する教材のレベルを決め、書面

（メール・FAX ・郵送）にて通信教育部にお知らせください。使用するレベルを確認後20日程度でアク
セスコードと学生用マニュアルをお送りします。

【教材】
○ Evolve Digital （Cambridge University Press），Level 1, 2, 3, 4, 5 or 6.
　（個々のレベルに応じて選びます。各レベルの A（Units 1-6）か B（Units 7-12）を選びます。
○ Evolve Digital  学生用マニュアル

コミュニケーション英語 科目コード AL1011
単位数 履修方法 配当年次 担当教員

2 SR（演習） 1年以上 シュミット・ケネス
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履修登録から学習開始までの流れは下図のとおりです。

■ Evolve Digital（オンライン教材）について
※ Evolve Digital は、18ヶ月の使用許諾による教材です。それ以上学習を希望される場合は、別途費

用（金額未定）が必要となります。
※パソコンやタブレットやスマートフォンのブラウザで web サーフィング、 YouTube ビデオなどを

問題無く使えれば利用可能です。
※ Evolve Digital オンライン教材は使い易くパソコンやタブレットやスマートフォンでアクセスでき

ます。
（スクーリング時の教科書）スクーリングにあたって、教科書は使用しません。
※スクーリング当日は、英和辞典（電子辞書、スマホアプリでも可）、A4バインダーかファイルを持

参してください。

■「卒業までに身につけてほしい力」との関連  
とくに「異文化への関心と理解」「英語コミュニケーション力（basic level）」を身につけてほしい。

■科目評価基準  
レポート評価65％＋スクーリング試験35％

スクーリング

■スクーリングで学んでほしいこと  
スクーリングでは、多様なテーマ（日本の文化と外国の文化など）について、オーラルコミュニケー

ションを中心に学習していきます。ペアワーク・グループワークを行い、リスニング、スピーキング、
リーディング、ボキャブラリーを強化することをねらいとしています。 

上記のほかにはパズルやクイズ、会話練習も行います。また、「多読」という英語能力を楽しくレベ
ルアップする学習も行います。

自主学習した内容をぜひスクーリングの場で楽しく発揮してみてください。

学
　生

大
　学

①履修希望科目登録用紙を提出

⑤学習開始

②「コミュニケーション英語　教材レベル選択ガイド」を送付

④書面をもとにアクセスコードと学生用マニュアルを送付

③シュミット先生へ自己紹介のメールを送付、
　自己紹介をもとに先生から学習レベルをアドバイス
　いただき、決定したレベルを書面（メール・FAX）
　にて通信教育事務局へ連絡
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■講義内容  
回数 テーマ 内容

1 オリエンテーションとコミュニケーション お互いの自己紹介など
2 ボディーランゲージ① 身体各部
3 ボディーランゲージ② 日本と海外
4 多読① オリエンテーションと本の選択
5 ボディーランゲージ③ 説明と実行
6 異文化理解① トピック紹介
7 異文化理解② 間違いとマナー
8 世界の食べ物① 共通の食べ物体験，好き嫌い，お薦めなど
9 世界の食べ物② ゲームやクイズ
10 世界の食べ物③ 飢餓と世界食糧デー
11 異文化理解③ 文化的説明
12 多読② 読んだ本の話と実習勉強のやり方

■講義の進め方  
ペアワークやグループワークなど、オーラルコミュニケーションを中心に講義を進めます。

■スクーリング　評価基準  
オーラルコミュニケーションなどへの積極的参加40％＋スクーリング中に配付するワークシートの

提出60％

■スクーリング事前学習（学習時間の目安：～1５時間）  
スクーリング受講前（p.90記載の期日まで）に、Evolve Digital を参照し、最初の 3 ユニツト（1-3 

か7-9）の学習を終了させてください。 
また、事前にスクーリング講義内容を確認し、それぞれの項目について自分でインターネットなど

で調べておいてください。例えば、英語での自己紹介、英語を習うための多読の理論、日本と海外の
異文化理解、ボディーランゲージの単語、料理の英語での説明などです。
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レポート学習

■在宅学習1５のポイント  
テキスト Evolve Level 1B（他のレベルを利用の場合は、テーマ・学習内容が違いますが、どのレ

ベルでも学びのポイントは一緒です。必ず Evolve を利用前と学習途中での学びのポイントは全て見直
ししてください。）

回数 テーマ 学習内容（Learn to…） 学びのポイント
1 Unit 7

Now is good

Current 
activities

Learn to…
■ talk about activities
around the house.
■ ask and answer
questions about travel.

At the beginning of each unit, always 
watch the Unit Introduction video. 
Then carefully follow each step in 
each lesson, even when they seem 
repetitive. This will give you a more 
valuable learning experience.

2 Unit 7
Now is good

Current 
activities

Learn to…
■ share news on the phone. 
■ write about things
happening now.

Practice activities appear with a star. 
For example:

These activities are graded and must 
all be completed.

3 Unit 8
You’re good!

Skills & work

Learn to… 
■ ta lk about your sk i l l s and 
abilities.
■ say what you can and can't do 
at work or school.

Presentation activities appear without 
a star. For example:

These are not graded, but you should 
always read, listen and watch to get 
full benefit from these activities.

4 Unit 8
You’re good!

Skills & work

Learn to…
■ say why you’re the right person 
for a job.
■ write an online comment with 
your opinion.

Many activities include text, sound 
and pictures or video. Always read, 
listen and watch. Getting input in 
these three ways helps strengthen 
your memory and learning.

5 Unit 9
Places to go

Travel & travel 
arrangements

Learn to…
■ talk about travel and vacations.
■ make travel plans.

You can repeat all activities （graded 
and ungraded） as many times as you 
like. Repeat an activity to get more 
practice and/or improve your score.

6 Unit 9
Places to go

Travel & travel 
arrangements

Learn to…
■ ask for information in a store.
■ write a description of a place.

The teacher will respond to some 
writing and speaking activities with a 
comment and/or grade. If you do not 
receive a response or grade for one 
of these writing or speaking activities, 
please email the teacher to let him 
know you are waiting for a response.

Vocabulary practice 1: Activities around the house  ★

Vocabulary presentation: Activities around the house
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回数 テーマ 学習内容（Learn to…） 学びのポイント
7 Mid-term test You will complete a Unit Test after 

each unit. After you finish three units, 
you will take a Mid-term Test. 
W h e n y o u c o m p l e t e t h e M I d -
term Test, email the instructor at 
<kschimdt-us@tfu-us.tfu.ac.jp> to let 
him know you have finished the first 
three units.

8 Unit 10
Great day

Events and 
activities in 
a town

Learn to…
■ make outdoor plans for
the weekend.
■ discuss what clothes to wear 
for different trips.

Vocabulary is VERY important in 
language learning and in Evolve 
Digital. Keep a vocabulary notebook 
for unfamiliar words and phrases 
you meet in your studies. Include 
definit ions, examples, Japanese 
meanings, pictures, etc.

9 Unit 10
Great day

Events and 
activities in 
a town

Learn to…
■ Learn to suggest plans for 
evening activities.
■ write an online invitation.

Many activities provide the chance to 
listen, repeat and record your voice. 
Try to match your pronunciation, 
intonation and emotion/feeling to the 
model.

10 Unit 11
Colorful 
memories

Experiences & 
memories

Learn to… 
■ describe people, places,
and things in the past.
■ talk about colors and memories.

Most activities in Evolve Digital include 
a “Show” tab. Click this tab to show 
key vocabulary, grammar or teaching 
points for each activity.

11 Unit 11
Colorful 
memories

Experiences & 
memories

Learn to… 
■ talk about movies and actors.
■ write an email about things you 
keep
from your past.

As you study, any time you have 
a quest ion or don' t understand 
something, feel free to email the 
instructor <kschimdt-us@tfu-us.tfu.
ac. jp>. He will try to answer your 
questions.

12 Unit 12
Stop, eat, go

Food & 
restaurants

Learn to… 
■ talk about snacks and small 
meals
■ talk about meals in restaurants

When you do a reading activity, try 
reading the text at least twice. The 
first time, read it out-loud, trying to 
sound out the words. The second 
time, read silently and quickly. Try 
reversing this process. Which way 
feels most helpful to you?

13 Unit 12
Stop, eat, go

Food & 
restaurants

Learn to… 
■ offer and accept food and 
drink.
■ write a restaurant review.

Each unit in Evolve Digital ends with 
a vocabulary game and a grammar 
game. These will help you to review 
key points from the unit. Please 
complete these games. They are a 
required part of the course.
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回数 テーマ 学習内容（Learn to…） 学びのポイント
14 Course review Review the six units you have 

studied.
For review, check your vocabulary 
notebook. Go back through each 
unit and repeat activities you found 
difficult. 

15 Final test When you complete the Final Test, 
email the instructor at <kschimdt-us@
tfu-us.tfu.ac.jp> to let him know you 
have finished the final three units.

■レポート課題  

1 単位め 2023年 9 月 1日までに Evolve Digital の最初の3units を終了してください （Mid-term の試験
含む）。（ 9 月1日までに終わらない場合は、12月10日までに終了してください）。

2 単位め Evolve Digital の残りの3units を終了してください（最後の試験含む）。できれば、 2 単位め
課題もスクーリング受講終了までに終了するようにしてください。

※オンライン課題の種類によって、自動採点と教員がする採点が両方あります。
※スクーリング開講が 1 月でない場合の締切は『With』でご連絡します。

■アドバイス  
このコースでは、インタラクティブレッスン、小テスト、試験を全てインターネット上で行い、結

果は担当教員に自動的に送信されますので、レポートの提出は原則として必要ありません。ライティ
ング課題が出来て、教員からの評価はすぐ来ない場合は、担当教員にメールにて連絡してください。

■留意点  
定期的に学習することが大切です。ご自身が集中できる時間にあわせて取り組んでみましょう。
その他の説明と留意点については学生用マニュアルを参照してください。

※個人のパソコンの不具合を理由とするスクーリング受講条件の申込締切延長やライセンスの延長に
は応じられません。早めに学習を進めてください。

※オンライン学習中に、担当教員からの連絡が掲示された場合は必ず内容を確認してください。同様
に、担当教員からメールが届いてないか 1 週間に 1 回以上定期的にチェックしてください。返答が
求められている場合は速やかに行ってください。

■補助教材  
優良な英和辞典（ジーニアス、他）。オンライン辞書も利用できます（アルク、goo、weblio など）。
その他の参考教材については学生用マニュアルを参照してください。


