
平成22年4⽉6⽇

平成22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22年度第1回 英語研修プログラム
（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22年5⽉10⽇(⽉)〜7⽉15⽇(⽊) -約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22年4⽉28⽇（⽔）12:00(正午) 必着

６） お問い合わ
せ

︓ まず FAQ を参考にしてください。
FAQ(よくある質問と回答)
それでも不明な点がある場合は、下記問い合わせ先までご連絡くださ
い。
   外国語教育研究センター事務室
   電話 082-424-6424
   URL http://www.hiroshima-u.ac.jp/flare/
   E-mail flare＠hiroshima-u.ac.jp (＠は半⾓に置き換えてください)

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
します。
結果は5⽉10⽇(⽉)12︓00(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/2010-1-
list.html

《開設コース》

<Aコース> 講師︓Fraser

コース名 ︓Basic English Conversation

https://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/program/voluntary/apply/
http://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/program/voluntary/faq.html
http://www.hiroshima-u.ac.jp/flare/
https://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/program/voluntary/2010-1-list.html


内  容 ︓初・中級英会話－異⽂化理解を通して英会話スキルの向上を⽬
指します。
（レベルの⽬安︓TOEIC 550点程度以下）

テキスト ︓－ なし －
募集⼈数 ︓約30名
時  間 ︓⽕曜⽇ 9･10時限 (16:20-17:50)
開 始 ⽇ ︓5⽉11⽇
教  室 ︓未定（総合科学部） ※ 選抜結果発表時にお知らせいたします。

Note ︓This class is for learners at the basic-intermediate level,
and will focus on developing conversation skills while
raising cross-cultural awareness.

<Bコース> 講師︓Davies

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

て， 会話スキルの向上をはかります。
（レベルの⽬安︓TOEIC 550点以上）

テキスト ︓－ なし －
募集⼈数 ︓約30名
時  間 ︓⽔曜⽇ 9・10時限 (16:20-17:50)
開 始 ⽇ ︓5⽉12⽇
教  室 ︓未定（総合科学部） ※ 選抜結果発表時にお知らせいたします。

Note ︓In this course students will participate in a variety of
communication-oriented tasks designed to improve their
fluency in English. A DVD will also be used to help develop
conversational skills.

<Cコース> 講師︓Lauer

コース名 ︓Power Point Oral Presentations in English
（レベルの⽬安︓TOEIC 550点以上）

内  容 ︓Learn how to give impressive oral presentations.
テキスト ︓－ なし －
募集⼈数 ︓約40名
時  間 ︓⽕曜⽇ 9・10時限 (16:20-17:50)
開 始 ⽇ ︓5⽉11⽇
教  室 ︓J209号教室（総合科学部）

Note ︓Every week students will write and give 3-minute oral
presentations in English, dealing with topics in their



academic and professional fields.

<Dコース> 講師︓Davies

コース名 ︓J.L. Austin
内  容 ︓Advanced level content-based course for students who

wish to learn about the philosopher who first developed
"speech act theory". 
（レベルの⽬安︓TOEIC 650点以上）

テキスト ︓－ なし －
募集⼈数 ︓約10名
時  間 ︓⽊曜⽇ 9・10時限 (16:20-17:50)
開 始 ⽇ ︓5⽉13⽇
教  室 ︓未定（総合科学部） ※ 選抜結果発表時にお知らせいたします。

Note ︓In this course students will study and discuss the life and
works of the philosopher J.L. Austin, examining material
from his articles and lecture courses. The first part of the
course will focus on Austin's criticisms of "logical
positivism" and his development of "ordinary language
philosophy". The second part of the course will focus on
Austin's development of speech act theory and its
relevance to applied linguistics.

<Eコース> 講師︓榎⽥

コース名 ︓TOEFL準備コース
内  容 ︓TOEFL受験希望者を対象とした総合対策コース
テキスト ︓－ なし －
募集⼈数 ︓約30名
時  間 ︓⽉曜⽇ 9･10時限 (16:20-17:50)
開 始 ⽇ ︓5⽉10⽇
教  室 ︓J101号教室（総合科学部）

Note ︓授業進⾏や説明は⽇本語で⾏います。 TOEFL iBT受験希望者
を対象に，読む・聞く・書く・話すの４技能を充実させるための
問題演習コースです。
[⽬標レベル︓TOEFL iBT80点レベル（PBT約550点，TOEIC約
750点相当）]

※選抜された⽅がコースを修了せずに辞めた場合，次回以降の研修プログラムを受講できな
いことがあります。



※コース修了者には，最終週に修了証をお渡しします。

曜⽇別開設コース⼀覧
Mon. Eコース︓TOEFL準備コース

Tue.
Aコース︓Basic English Conversation
Cコース︓Power Point Oral Presentations in English

Wed. Bコース︓Intermediate English Conversation

Thu. Dコース︓J.L. Austin

Fri. （今期の開講はありません）

外国語教育研究センターのトップへ

http://www.hiroshima-u.ac.jp/flare/

