
4技能スキルアップ講座 スーパー・リスニング 

 

講座期間：2021年５月 19日 (水) ～ ６月２３日 (水) ※補講日：6月 30日(水) 

時間帯：水曜・5限（17:00-18:40） 

時間数：100分×6回（全６日間・６００分） 

担当：  日本人講師  

 

概要： 

ネイティブが話す英語のスピードについていけない、読めばわかるが聞くだけだとわからない、英語を聞くとき、ついつ

い日本語で考えてしまう方、また、学習法にいつも悩んでいる学生を対象にした講座です。リスニング力向上にむけて、

聞こえない理由を徹底的に分析し、理解、定着、応用へとつなげていきます。シャドーウィング、ディクテーション、リ

ピーティングといった学習法を効果的に身に着け、講座終了後も継続的に学習できる方法を習得します。 
 

到達目標： 

 

 英語の音感覚と回路を身に付け、英語を英語のまま理解できるようにする 

 英語が聞こえるようになるための英語学習法を体得し他の学習にも応用できるようにする 

 英語に対する苦手意識を払拭する 

 スピーキング力アップの土台を作る 

 

授業の進め方と方法： 

講座はオンラインシステム Zoomを使用し実施します。初回の授業ではリスニングの仕組みとリスニング力のつけ方の

概要を学び、自分の現段階でのリスニング力を分析します。2回目以降の授業では英語と日本語のリズムや音の違いとそ

の特徴を学び、英語特有の音を身に着けるトレーニングを行います。英語の音に慣れてきたら、英語の語順のまま意味を

理解するため、英語の語順に慣れるトレーニングを行います。このトレーニングを繰り返すことで英語のリスニング力を

つけていきます。 
 
 
 

授業計画– 100 分 x 6 回 
Lesson # Content Homework 

1 

Orientation 【研修の目的と Listening test1】 

素材１の Overlapping 

素材 1 

1.現状把握  【Shadowing ・Dictation】 

2.音処理トレーニング 【Phrase Reading・Overlapping】 

英語の音の仕組み 『強弱リズム』 



2 

3.意味処理トレーニング 

【Phrase listening・Sentence repeat・Shadowing】 素材 1の Shadowing 

英語の音の仕組み『音声変化 1』 

3 

素材 2 

1.現状把握  【Shadowing ・Dictation】 

2.音処理トレーニング【Phase reading ・Overlapping】 

3.意味処理トレーニング 

【Phrase listening・Sentence repeat・Shadowing】 

素材 2の Shadowing 

英語の音の仕組み『音声変化２』 

4 

素材３ 

1.現状把握  【Shadowing ・Dictation】 

2.音処理トレーニング【Phase reading ・Overlapping】 

3.意味処理トレーニング 

【Phrase listening・Sentence repeat・Shadowing】 

素材 3の Shadowing 

英語の音の仕組み『弱い音』 

5 

素材 4 

1.現状把握  【Shadowing ・Dictation】 

2.音処理トレーニング【 Phrase reading・Overlapping】 

3.意味処理トレーニング 

【Phrase listening・Sentence repeat・Shadowing】 

素材 4の Shadowing 

英語の音の仕組み『イントネーション』 

6 Review  【 Listening Test2 ・ Action Planning 】  

＊レッスン内容は進捗状況によって変更する場合があります。 
 

授業時間外の課題：  毎週講座で学んだ学習法を復習する課題があります。 

使用教材：『究極の英語リスニング vol.1 1000語レベルで 1万語』/アルク刊  

ISBN: 978-4757413399  

税込価格：1,870円（生協税込価格：1,683円） 



４技能スキルアップ講座 ロジカル・スピーキング 
講座期間：2021年５月１８日 (火) ～ ６月２２日 (火) ※補講日：6月 29日(火) 

時間帯：火曜・５限（17：00－18：40） 

時間数：100分×6回（全６日間・６００分） 

担当： ネイティブ 講師  

 

概要： 

社会的な話題や、抽象的な話題についても自分の考えを論理的で、説得力のある意見を述べることが出来るスキルを体得

する講座です。情報を整理し順序立てて、分かり易く論理的に相手に伝えるためのフレームワークを学び、実践的なテー

マに沿って演習を行っていきます。 

 
到達目標 

● 自身の意見を論理的にまとめる事ができる 

● 自身の意見をプレゼンで発表したり、ディスカッションしたりできる 

● しっかりした理由と共に自身の意見を述べる事ができる 

● 自身の意見に対して根拠のある理由づけができる 

● 根拠のない理由づけを識別する事ができる 

● クラスメートや講師からのアドバイスを次に活かす 

● 自信を持って人前で話す事ができる 

● チームでの共同プロジェクトの遂行ができる 

 

授業の進め方と方法： 

講座はオンラインシステム Zoomを使用し実施します。初回は講座オリエンテーションから始まり、目標設定と学習計

画を行います。2回目以降、論理的で説得力のある意見を述べる為に必要なスキルを身に付けていきます。講座の中で

は、ショートスピーチやディスカッションを通して、論理的に話す練習を行います。最終日には、ショートスピーチを発

表する時間があります。また、今後も継続的に自己学習ができるよう学習計画を立てていきます。 
 

 

授業計画 – 100 分 x 6 回 
Lesson # Content Homework 

1 
Orientation, Goal Setting & Study Planning 

What is Logical Speaking 
Prepare a short speech about your goals for the course 

2 
Part 1: ORE 

Application: Speech 
Prepare a short ORE speech 

3 
Part 2: Strong Reasons 
Application: Discussion 

Prepare a short speech sharing your opinion about a current 
event 



4 
Part 3: Types of Evidence 

Application: Speech 
Read an op-ed article, be prepared to discuss the evidence 

used 

5 
Part 4: Additional Frameworks 

Prepare Final Speech 
Prepare final speech 

6 
Final Speech 

Review & Action Planning 
Wrap Up 

- 

＊レッスン内容は進捗状況によって変更する場合があります。 

 

授業時間外の課題： 

毎週リーディングの宿題が出されます。読んだ記事の内容についてショートスピーチを作成し、授業の中で発表しアウト

プット力も強化していきます。最終日のショートプレゼンテーションに向けて、リサーチする宿題が出ることもありま

す。 
 

使用教材： 

Logical Speaking (Academic), ALC Press Inc. アルクオリジナルテキスト 

税込価格：1,650円（生協税込価格：1,485円） 

※アルクオリジナルテキストは中大生協書店で購入してください。詳細は募集要項をご確認ください。 
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