
平成17年4⽉13⽇

平成17年度第1回
英語研修プログラム受講⽣募集

広島⼤学外国語教育研究センター

広島⼤学外国語教育研究センターでは、
平成17年度第1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17年⽉4⽇22（⾦）〜7⽉7⽇（⽊） 10週間

３） 費 ⽤ ︓ 無料（ただし、テキスト代は実費）

４） 申 込 ︓ 下記URLからオンライン申し込みをしてください。
<申込> http://home.hiroshima-
u.ac.jp/flare/program/voluntary/apply/

５） 締 切 ︓ 平成17年4⽉20⽇（⽔）16:30

６） 問合先 ︓ 外国語教育研究センター事務室
電話 082-424-6424
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、申込時の記⼊内容などにより選抜
し、
結果を4⽉22⽇（⾦）正午までに下記URLおよび
外国語教育研究センター事務室前掲⽰板にてお知らせします。
http://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/program/voluntary/2005-1-
list.html

《開設コース》

 <Aコース> 講師︓Lauer

コース名 ︓Basic English Conversation
内  容 ︓会話の授業 －アメリカと⽇本の祝⽇と伝統と学⽣の⽇常⽣活
テキスト ︓America Through Its Holidays(三修社)
募集⼈数 ︓約60名
時間場所 ︓⽕曜⽇ 9･10時限 (16:50-18:20)

https://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/program/voluntary/apply/
https://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/
mailto:flare@hiroshima-u.ac.jp
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教  室 ︓K210号教室（総合科学部）

<Bコース> 講師︓Fraser

コース
名

︓Intermediate English Conversation

内  
容

︓中級英会話 －⽇・英両⽂化の⽐較と社会的背景の学習を通し，
会話スキルの向上

テキス
ト

︓－ なし －

募集⼈
数

︓約15名

時間場
所

︓⽊曜⽇ 9･10時限 (16:50-18:20)

教  
室

︓J201号教室（総合科学部）

<Cコース> 講師︓榎⽥

コース名 ︓TOEFL初・中級レベル
内  容 ︓TOEFL⾃体の説明から始まる，初歩から中級のコース
テキスト ︓『はじめてのTOEFL TEST』 (語研)
募集⼈数 ︓約60名
時間場所 ︓⽉曜⽇ 9･10時限 (16:50-18:20)
教  室 ︓J307号教室 （総合科学部）

<Dコース> 講師︓前⽥，⽥中，⼭⻄

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120名

時間場
所

︓⾦曜⽇ 9･10時限 (16:50-18:20)

教  
室

︓初回はK110号教室 （総合科学部），2回⽬以降はJ102，J307号
教室（総合科学部）



（初回にクラス分けテストを⾏い，2回⽬までにクラスを指定しま
す。）

<Eコース> 講師︓⽥頭

コース名 ︓TOEIC中級レベル
内  容 ︓TOEIC得点をさらにアップしたい⼈のための中級コース
テキスト ︓『TOEICテスト駆け込み寺』 (THE JAPAN TIMES)
募集⼈数 ︓約60名
時間場所 ︓⽕曜⽇ 9･10時限 (16:50-18:20)
教  室 ︓J102号教室（総合科学部）

<Fコース> 講師︓Lauer

コース
名

︓TOEIC Preparation: Higher Level

内  
容

︓上級レベル/TOEICの成績向上を⽬指し，単語，読解，リスニン
グの訓練を⾏います。

テキス
ト

︓『速読速聴・英単語 Core 1800』 (増進会出版社)

募集⼈
数

︓約60名

時間場
所

︓⽔曜⽇ 9･10時限 (16:50-18:20)

教  
室

︓L101号教室 （総合科学部）

<Gコース> 講師︓磯⽥

コース
名

︓発⾳クリニック

内  
容

︓⽇本語を⺟語とする英語学習者のための発⾳クリニック講座で
す。

テキス
ト

︓－ なし －

募集⼈
数

︓約20名

時間場
所

︓⽔曜⽇ 9･10時限 (16:50-18:20)

教  
室

︓J102号教室 （総合科学部）



<Hコース> 講師︓前⽥，⼭⻄

コース名 ︓はじめてのパラグラフ・ライティング
内  容 ︓初歩のライティング
テキスト ︓－ なし －
募集⼈数 ︓約20名
時間場所 ︓⽊曜⽇ 9･10時限 (16:50-18:20)
教  室 ︓J307号教室 （総合科学部）

※内容の難易度は次を⽬安にしてください。GとHについては次の限りではありません。
 ・Courses A, C, and D︓TOEFL(Paper) 500点以下 TOEIC 600点以下 英検２級以下
 ・Courses B, E, and F︓TOEFL (Paper) 500点以上 TOEIC 600点以上 英検準１級以
上

※テキストは⽣協⻄２店で販売されています。

COURSE DESCRIPTIONS（コース説明）

Course A: Basic English Conversation

Time: Each Tuesday beginning April 26th at 4:50 p.m.
in Room K210.

Textbook: America Through Its Holidays (Sanshusha).

Note: Students will talk about contemporary
American culture and their own daily lives.
Basic-intermediate level.

 

Course B: Intermediate English Conversation

Time: Each Thursday beginning April 28th at 4:50
p.m. in Room J201.

Textbook: No set textbook; handouts will be provided in
the class.

Note: This class is for learners at the intermediate
level who are interested in learning about
British culture and developing their cross-
cultural awareness while improving their
conversation skills.

 

Course C: TOEFL Preparation: The First Step and Intermediate



Level

Time: Each Monday beginning April 25th at 4:50 p.m.
in Room J307.

Textbook: 『はじめてのTOEFL TEST』 (語研)

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 D: TOEIC Preparation: The First Step

Time: Each Friday beginning April 22nd at 4:50 p.m.
The first class will be held in Room K110. (Later
in J102 and J307)

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: Intermediate Level

Time: Each Tuesday beginning April 26th at 4:50 p.m.
Room J102.

Textbook: 『TOEICテスト駆け込み寺』(THE JAPAN TIMES)

Note: 授業進⾏や説明は⽇本語で⾏います。 現在までに
TOEICを受験した経験があり，更なる得点のアップ
を考えている⼈に 解答テクニックを紹介する問題演
習コースです。

 

Course F: TOEIC Preparation: Higher Level

Time: Each Wednesday beginning April 27th at 4:50
p.m. in Room L101.

Textbook: 『速読速聴・英単語 Core 1800』(増進会出版社)

Note: Vocabulary and listening practice. Higher level.

 

Course G: Pronunciation Clinic

Time: Each Wednesday beginning April 27th at 4:50
p.m. in Room J102.



Textbook: No set textbook.

Note: ⽇本⼈にとって難しい英語の発⾳や，⽇本語に似て
いるために間違えてしまう発⾳などの中から， コミ
ュニケーション上問題になるものを取り上げて解説
と練習を⾏います。

 

Course H: Paragraph Writing: The First Step

Time: Each Thursday beginning October 28th at 4:50
p.m. in Room J307.

Textbook: No set textbook.

Note: 授業進⾏や説明は⽇本語で⾏います。 ワープロソフ
ト (Microsoft Word) を使って⾝近な出来事をわか
りやすく英語で説明する練習をします。 また，イン
ターネット上でライティングに有益な情報を検索す
る練習も⾏います。

Note for All Courses: Textbooks will be available at ⽣協、⻄第２福利会館.

外国語教育研究センターのトップへ

https://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/

