
平成15年2⽉4⽇

平成14年度第3回
英語研修プログラム受講⽣募集

広島⼤学情報メディア教育研究センター
外国語教育研究系(メディアコミュニケーション系)

広島⼤学情報メディア教育研究センター外国語教育研究系では、
平成14年度第3回Voluntary English Courseの受講⽣を次のように募集します。

ふるってご参加ください。

 

1)対   象 ︓ 広島⼤学の学⽣・教職員(⼤学院⽣を含む)
2)期   間 ︓ 平成15年2⽉12⽇(⽉)〜2⽉14⽇(⾦) 3⽇間 平成15年3⽉31⽇(⽉)〜4⽉4⽇
(⾦)
3)費   ⽤ ︓ 無料（ただし、テキスト代は実費)
4)申   込 ︓ 次のURLからオンライン申込をしてください。
           申込⼿続 http://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/regist

           募集要項 http://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/program/voluntary/2002-3.html

             *申込書の場合は、外国語教育研究系事務室(総合科学部J棟203号)に持
参、
              または、締切⽇必着で郵送してください。
              (申込書は各学部の教務係等の窓⼝または上記URLで⼊⼿してください)
5)締   切 ︓ 平成15年2⽉7⽇(⾦) 16︓50必着
6)郵 送 先︓ 739-8521 東広島市鏡⼭1-7-1 広島⼤学
         情報メディア教育研究センター外国語教育研究系事務室 宛
7)問 合 先︓センター事務室・前⽥教官(0824-24-6424)
          Teaman教官(0824-24-6326)
          URL http://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/

          E-mail flare@hiroshima-u.ac.jp

8)クラス発表︓応募者数が募集定員を超えた場合は、申込書等により選抜し、
         選抜された者の⽒名を2⽉10⽇(⽉)正午までに下記URLにて掲⽰します。
          http://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/program/voluntary/2002-3-list.html

 

平成14年度第3回英語研修プログラム

《開設コース》

 

コース名︓TOEIC/TOEFL Reading for Research and Pleasure

レ ベ ル︓High Intermediate to Advanced

内　　容︓This class will focus on reading for many purposes. We will do lots of independent reading involving academic
texts

http://hiroshima-u.ac.jp/flare/regist
http://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/program/voluntary/2002-3.html
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      in Psychology and other reading for pleasure. We will work on strategies for improving testing skills and vocabulary
      at the same time. The class time will be rounded out by listening to audio books and relaxed conversation with the
      teacher and other students. Come for this intensive course and put some power in your English to get ready for the
      next semester and lifelong learning in English.
テキスト︓Academic Encounters: Reading, Study Skills, and Writing by Bernard Seal.
     Cambridge University Press.
     Please bring the textbook to the first class.
     *Other books will be supplied by the teacher for supplemental reading.
募集人数︓約30名

時　　間︓3/31(⽉)〜4/4⽇ 9:00am-12:20am

教　　室︓J206K301号教室(総合科学部)

担　　当︓Teaman教官

 

・オンライン申込が便利です。
   http://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/regist

・この募集要項は次で⼊⼿できます。
   http://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/program/voluntary/2002-3.html

・締切は平成15年2⽉7⽇(⾦)16︓50必着です。

http://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/regist
http://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/program/voluntary/2002-3.html


・応募者数が募集定員を超えた場合は、申込書等により選抜し、
 選抜された者の⽒名を2⽉10⽇(⽉)正午までに下記URLにて掲⽰します。
   http://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/program/voluntary/2002-3-list.html

 

Voluntary English Course Application Form
February 2002 Intensive English Course

・できるだけ英語で記⼊して下さい。申込締切は2⽉7⽇です。

・応募者数が募集定員を超えた場合は、申込書等により選抜し、
 選抜された者の⽒名を2⽉10⽇(⽉)正午までに下記URLにて掲⽰します。
   http://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/program/voluntary/2002-3-list.html

 

Name:                     氏名(漢字):
Student Number:                Major(専門):
Faculty(学部):                   E-mail:
学年:     (U1, U2....., M1....., D1.....)     Phone Number:

My speaking level:
□ I speak only a little English
□ I can talk about general topics such as family, food and entertainment.
□ I can talk a little about more complicated topics such as politics, science, economics etc.

Have you already taken a Kenshu class?            Did you complete the course?
   (course name and teacher)
1)                                Yes     No
2)                                Yes     No

Please tell us about your English education background. For example, have you ever taken tests such as Eiken or TOEFL? If so,
what score did you receive? Have you ever been to another country? Which country? Any other information will be helpful.

 

 

Why do you want to take this course?

 

 

Signature(署名):                    Date(日付):
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