
平成15年10月1日

平成15年度第2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15年度第2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(大学院生を含む)・教職員
　２）期　　　間　：　平成15年月10日20（月）～12月22日（月）　10週間
　３）費　　　用　：　無料（ただし、テキスト代は実費）
　４）申　　　込　：　次のURLからオンライン申し込みをしてください。
　　　　　　　　　　　　　※申込手続　http://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/regist/
　　　　　　　　　　　　　※申込書で申し込む場合は、外国語教育研究系事務室（総合科学部J棟203号）に持参するか、
　　　　　　　　　　　　　　 締切日必着で郵送してください。
　５）締　　　切　：　平成15年10月16日（木）17:00必着
　６）問　合  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
　　　　　　　　　　　　センター事務室・前田教官（0824-24-6424）
　　　　　　　　　　　　Teaman教官　（0824-24-6326）
　　　　　　　　　　　　Lauer教官　（0824-24-6353）
　　　　　　　　　　　　URL　http://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/
　　　　　　　　　　　　E-mail　flare@hiroshima-u.ac.jp 
　７）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、
　　　　　　　　　　　　結果を10月20日（月）正午に下記URLおよび外国語教育研究系事務室前掲示板に掲示します。
　　　　　　　　　　　　http://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/program/voluntary/2003-2-list.html

平成15年度第2回英語研修プログラム
《開設コース》

　<Aコース>　（週1回）　Lauer教官

　コース名  ： Basic English Conversation
　内　　 容  ： 会話の授業　－アメリカと日本の日常の類似と相違－
　テキスト   ： The Daily Lives of Americans and Japanese　(南雲堂)
　募集人数 ： 約60名
　時間場所 ： 水曜日　9･10時限　(16:50-18:20)
　教　　 室  ： 総合科学部 K305号教室

 

　<Bコース>　（週1回）　Teaman教官&TA

　コース名  ： Intermediate Speaking and Listening
　内　　 容  ： Focus on speaking fluency. Lots of pair work. Listening practice.
　テキスト   ： New Interchange 2　(Cambridge University Press)
　募集人数 ： 約30名
　時間場所 ： 水曜日　9･10時限　(16:50-18:20)
　教　　 室  ： 総合科学部 J307号教室

 

　<Cコース>　（週1回）　Teaman教官

　コース名  ： Academic Listening and Speaking
　内　　 容  ： Listen to academic lectures, and use this vocabulary in discussions.
　テキスト   ： Academic Listening Encounters, Content Focus: Human Behavior
 　　　　　　　　　(Cambridge University Press)
　　　　　　　　　Beginning in Chapter 8, page99.
　募集人数 ： 約30名
　時間場所 ： 木曜日　9･10時限　(16:50-18:20)
　教　　 室  ： 総合科学部 J204号教室
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　<Dコース>　（週1回）　前田教官&TA(田中･山西)

　コース名  ： はじめてのTOEIC
　内　　 容  ： TOEIC自体の説明から始まる、初歩のコース
　テキスト   ： 『はじめて受けるTOEIC TESTパーフェクト攻略』　(桐原書店)
　募集人数 ： 約60名
　時間場所 ： 金曜日　9･10時限　(16:50-18:20)
　教　　 室  ： 総合科学部 K110号教室（初回）
　　　　　　　　　総合科学部 J102・J307 (2回目以降)

 

　<Eコース>　（週1回）　Lauer教官

　コース名  ： TOEIC Preparation: Higher Level
　内　　 容  ： Listening, reading and vocabulary practice.
　テキスト   ： TOEICテスト徹底練習500題リーディング編　（三修社）
　募集人数 ： 約60名
　時間場所 ： 木曜日　9･10時限　(16:50-18:20)
　教　　 室  ： 総合科学部 K110号教室

 

　<Fコース>　（週1回）　Lauer教官&TA

　コース名  ： TOEFL Preparation: Higher Level
　内　　 容  ： 上級レベル/TOEFLの成績向上を目指し、単語、読解、リスニングの訓練を行う
　テキスト   ：  『速読速聴・英単語 Core 1800』　(増進会出版社)
　募集人数 ： 約70名
　時間場所 ： 月曜日　9･10時限　(16:50-18:20)
　教　　 室  ： 総合科学部 K109号教室

※各コースのレベルについては、厳密ではありませんが、およそ次の通りです。
　・Courses A, B, and D： TOEFL(Paper) 500点以下　TOEIC 600点以下
　・Courses C, E, and F： TOEFL (Paper) 500点以上　TOEIC 600点以上
※テキストは生協西2店で販売されています。

COURSE DESCRIPTIONS（コース説明と教科書）

Course A: Basic English Conversation
　　　　　Time: Each Wednesday beginning October 22nd at 4:50 p.m. in Room K305.
　　　　　Textbook: The Daily Lives of Americans and Japanese　(Nan'undo).
　　　　　Note: Students will talk about contemporary American culture. Basic-intermediate level.

Course B: Intermediate Speaking and Listening
　　　　　Time: Each Wednesday beginning October 22nd at 4:50 p.m. in J307.
　　　　　Textbook: New Interchange 2　(Cambridge University Press).
　　　　　Note: Lots of pair-work and listening practice. Intermediate level.

Course C: Academic Listening and Speaking
　　　　　Time: Each Thursday beginning October 23rd at 4:50 p.m. in J204
　　　　　Textbook: Academic Listening Encounters, Content Focus: Human Behavior　(Cambridge University Press).
　　　　　　　　　　　Beginning in Chapter 8, page 99.
　　　　　Note: Listening to lectures, taking notes, discussion. 
　　　　　　　　 This is good preparation for students wishing to raise TOEIC/TOEFL scores. Advanced level.

Course D: TOEIC Preparation: The First Step
　　　　　Time: Each Friday beginning October 24th at 4:50 p.m. in K110.
　　　　　Textbook: 『はじめて受けるTOEIC TESTパーフェクト攻略』　(桐原書店)
　　　　　Note: 授業進行や説明は日本語で行います。
　　　　　　　　 これから受験を考えているが試験自体がよくわからなかったり、
　　　　　　　　 英語力が十分でなかったりする場合などに、基礎・基本を充実させるための問題演習コースです。

Course E: TOEIC Preparation: Higher Level
　　　　　Time: Each Thursday beginning October 23rd at 4:50 p.m. in K110.
　　　　　 Textbook: 『TOEICテスト徹底練習500題リーディング編』　(三修社)
　　　　　Note: Listening, reading and vocabulary practice. Higher level.



Course F: TOEFL Preparation: Higher Level
　　　　　Time: Each Monday beginning October 22nd at 4:50 p.m. in K109.
　　　　　Textbook: 『速読速聴・英単語 Core 1800』　(増進会出版社)
　　　　　Note: Listening/vocabulary/reading practice. Intermediate/Advanced level.

Note for All Courses: Textbooks will be available at 生協、西第２福利会館.
Special Note for Courses B and C: Bring the text to the first class!

・原則としてオンライン申込をしてください。
　http://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/regist/

・募集要項と申込書は次で入手できます。
　http://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/program/voluntary/2003-2.html

・締切は平成15年10月16日（木）17:00必着です。

・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10月20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/2003-2-list.html

Voluntary English Course Application Form
研修プログラム申込書 Spring 2003

・ＤコースとＦコースを除き、できるだけ英語で記入してください。申込締切は10月16日(木)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10月20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/2003-2-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:

Desired Course: (Put a "0")　(See facing page to right for course descriptions----->)
Course A:____ Course B:_____ Course C:_____
Course D:____ Course E:_____ Course F: _____

My speaking level:
□　I speak only a little English

http://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/regist/
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□　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/these course(s)?

 

 

メモ： 7割以上の授業に出席した人には、終了証が授与されます。
　　　選抜されて途中で辞めた人は、次の研修プログラムの受講ができないことがあります。

 

Signature (署名):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Date (日付):


