
2022年度 異文化コミュニケーションについて 

 

目的：国際大学クラスの生徒を対象に英語科目を開設し、その単位読替えを行う。 

 

対象学生：附属高校「国際大学クラス」の３年生 

開設科目：異文化コミュニケーション 

場  所：神戸国際大学 

教  員：大学教員 

定  員：1クラス 20名程度（5名以上の希望者あった場合開講） 

期  間：大学後期授業期間【2022年 10月 8日（土）～2023年 1月 28日（土）】 

 日  時：原則毎週土曜日 11：00～12:30 

授業回数：15回（大学の講義暦に従う）  

授業時間：90分授業 

読替科目：異文化コミュニケーションⅠ（2単位） ※大学入学後に単位認定を行う 

評価基準：担当教員が設定した評価制度により 60%以上の成績を必要とする 

 

Course Description（授業概要） 

This is a 15-week course designed to familiarize students with life in various countries around 

the world and aspects of their culture.  

異文化コミュニケーションは、いろいろな国の人々の生活と文化を親しんでもらえるようにデザイン

した 15 週（15 回）コースです。 

The language covered in the course will give students a basic ability to communicate with 

confidence in an English-speaking environment.  

本講では、英語が話される環境でも戸惑うことのないように基本的なコミュニケーション能力を身に

つけます。 

Themes covered include celebrities, the natural environment, geography and culture. The 

lessons include role-plays, games and quizzes as well as speaking and listening practice. A 

part of each lesson will be spent on computer-based learning and internet-based activities. 

授業に掲げるテーマには、下記の講義計画に示すように、有名人、資源環境、地理、そして文化が含

まれています。 

会話とリスニングというオーラル・コミュニケーション実習に加えて、ロールプレイ、ゲーム、クイ

ズ形式などの実践的なレッスン方法で行い、授業の一環として、コンピュータやインターネットも使用します。 

By working together and joining-in with class activities, students can improve their overall 

communicative ability and enjoy using English. 

授業に積極的に参加することで、受講生はコミュニケーション全般の能力を向上させ、英語を使う楽

しさをも学習することができるのです。 

 

 

 



 

Lesson Plan（講義計画）  

1. Names – introductions and greetings（自己紹介と挨拶） 

2. Short report on your summer vacation (Due next week) 

3. Kiss, Bow, or Shake Hands? – meeting people（出会い）） 

4. Prized Possessions – describing things（描写） 

5. Cheers! – eating out（外食） 

6. What's the Occasion? – special days（特別な時と場所） 

7. First Dates – dating and relationships（はじめてのデート） 

8. On the Job - occupations（職業） 

9. Short report on popular activities like sport, movies, karaoke, etc. Due next week 

10. A Gift for Me? – gifts and presents （ギフトやプレゼント） 

11. Feast on This – cooking and food（料理と食べ物） 

12. Looking Good – fashion and trends（ファッションと流行） 

13. Sort report on popular foods in Japan and what they are. Due next week 

14. That's Shocking! – cultural mistakes（ショック！―文化的誤解） 

15. Glued to the Tube – TV and films（テレビに釘付け―テレビと英語） 

 

Textbooks （教科書）など 

J-Talk. Linda Lee, Kensaku Yoshida, Steve Ziolkowski by  

The Oxford University Press. ISBN-13: 978-0194361668 

 

It is recommended that students bring a Japanese/English dictionary to class each week. 

受講生は、英和/和英辞典を持参してください。 

 

Assessment（授業評価） 

Participation in class activities （クラス参加度） 60% 

Test and quizzes （試験とクイズ） 40%

 


