
平成24年10⽉1⽇更新

平成24年度第2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24年度第2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24年10⽉15⽇(⽉)〜12⽉21⽇(⾦) -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24年10⽉10⽇（⽔）14:00 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10⽉12⽇(⾦)14︓00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/2012-2-
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/2012-2-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 ︓10⽉16⽇
教  室 ︓J204号教室（総合科学部）

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 ︓10⽉17⽇
教  室 ︓J201号教室（総合科学部）

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 ︓Advanced English Conversation
（レベルの⽬安︓TOEIC 600点以上）

内  容 ︓上級英会話
テキスト ︓『Slumdog Millionaire (with CD) 』（Scholastic/RIC

Publications)
募集⼈数 ︓約40名
時  間 ︓⽊曜⽇ 9・10時限 (16:20-17:50)
開 始 ⽇ ︓10⽉18⽇
教  室 ︓J307号教室（総合科学部）

Note ︓This will be a fun course because students will have a lot



of opportunities to speak English, and because we will learn
about India! The book is based on the Academy Award-
winning Movie of the Year.

<Dコース> 講師︓Davies

コース名 ︓Extensive Reading
内  容 ︓できるだけ多くの英⽂を読むことによって、読解⼒の養成を⽬

指すコース 
（レベルの⽬安︓All levels）

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 ︓10⽉16⽇
教  室 ︓J201号教室（総合科学部）

Note ︓In this course, students will select and read a variety
books written for learners of English. Students will be able
to borrow a book for a period of two weeks. Many of the
books also come with CDs for students who wish to listen
as well as read. 30 minutes of the class will involve
discussion and communal activities; 1 hour of the class will
involve book selection and quiet reading

<Eコース> 講師︓Song

コース名 ︓Academic Reading and Writing
内  容 ︓Academic writing skills development through weekly

reading and writing practice with language structure
reviews 
（レベルの⽬安︓Advanced )

テキスト ︓－ なし －
募集⼈数 ︓約10名
時  間 ︓⽉曜⽇ 9・10時限 (16:20-17:50)
開 始 ⽇ ︓10⽉15⽇
教  室 ︓J102号教室（総合科学部）

Note ︓This class is designed for upper level students(4th year
and graduate students) expected to do research and write
their theses and / or papers in English. The class focuses
on basic academic research and writing skills. Students will
be expected to contribute the reading materials as well as
the writing for each week's class activities. Students will



practice citing sources and writing accurately and concisely
in collaboration with their classmates.

<Fコース> 講師︓上⻄

コース名 ︓異⽂化理解コース
内  容 ︓内容を楽しみながら、英語⼒の向上をめざすコース
テキスト ︓－ なし －
募集⼈数 ︓約20名
時  間 ︓⽔曜⽇ 9・10時限 (16:20-17:50)
開 始 ⽇ ︓10⽉17⽇
教  室 ︓J303（総合科学部)

Note ︓授業進⾏や説明は原則、英語で⾏います。
旅⾏体験記等に関する英⽂を読んで、更に楽しく英語学習を進め
ることを⽬的としたコースです。

<Gコース> 講師︓達川

コース名 ︓DVDで学ぶ翻訳⼊⾨コース
内  容 ︓物語を映像で視聴し，そこに⾒られる英語表現を⾃然な⽇本語

に翻訳練習するコース
（レベルの⽬安︓中級（英検２級）程度以上 )

テキスト ︓－ なし －（使⽤教材はBBCの制作したCome and Join Us at
Gostwycke Hall，他）

募集⼈数 ︓約20名
時  間 ︓⾦曜⽇ 9･10時限 (16:20-17:50)
開 始 ⽇ ︓10⽉19⽇
教  室 ︓J209号教室（総合科学部）

Note ︓毎回，連続したドラマ・エピソードを視聴し，英語での内容理
解を⽬指します。
その後，⽇英語間に⾒られる発想や表現の違いを考察を通して，
より⾃然な⾔語表現をするための練習をします。
（連続したドラマ・エピソードを視聴するので、全回参加を確約
できる受講者のみを希望します）

<Hコース> 講師︓Howell

コース名 ︓The Girl with the Dragon Tattoo: Learning English
through a novel

内  容 ︓This is a pair-work speaking and listening class, focusing
on the crime
story of the 'Girl with the Dragon Tattoo'.
（レベルの⽬安︓All levels )



テキスト ︓－ なし －
募集⼈数 ︓約20名
時  間 ︓⽔曜⽇ 9･10時限 (16:20-17:50)
開 始 ⽇ ︓10⽉17⽇
教  室 ︓J205号教室（総合科学部）

Note It is suitable for any level of student who may be interested
in the content and in practicing speaking and listening in a
relaxed atmosphere

<I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 ︓⽔曜⽇ 9･10時限 (16:20-17:50)
開 始 ⽇ ︓10⽉24⽇（他の⽔曜⽇開設コースの開始⽇とは異なりますの

で、ご注意ください）
教  室 ︓J307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）]

※テキストは⽣協⻄２店で販売されています。 Textbooks will be available at Hiroshima
Univ. Coop "⻄2".

※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︓Academic Reading and Writing

Tue.
Aコース︓Basic English Conversation
Dコース︓Extensive Reading

Wed. Bコース︓Intermediate English Conversation
Fコース︓異⽂化理解コース



Hコース︓The Girl with the Dragon Tattoo: Learning English through a novel
I コース︓TOEFL準備コース

Thu. Cコース︓Advanced English Conversation

Fri. Gコース︓DVDで学ぶ翻訳⼊⾨コース

外国語教育研究センターのトップへ

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

