
平成30年7⽉10⽇

平成30年度第2ターム
英語研修プログラム受講⽣募集

*オンラインでの受付は終了しました*

（7⽉10⽇更新） 休講および次回講義（Cコースを除く）の⽇程について、各コースを参照して
ください。

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30年度第2ターム 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30年6⽉12⽇(⽕)〜7⽉26⽇（⽊）
※コースによって異なります。詳しくは各コースの説明とPDFファイル
で確認してください。

平成30年度第2タームスケジュールPDF

３） 費 ⽤ ︓ 無料

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30年6⽉6⽇（⽔）13︓00 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)

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6⽉8⽇(⾦)15︓00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/2018-

https://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/program/voluntary/H30-2.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/program/voluntary/apply/
http://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/program/voluntary/faq.html
https://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/program/voluntary/2018-2list.html


2list.html

《開設コース》

<Aコース> 講師︓Fraser

コース名 ︓Intermediate English Conversation
内  容 ︓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®Listening & Reading Test 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)
期  間 ︓6⽉13⽇〜7⽉11⽇18⽇

（7⽉11⽇を除く毎週⽔曜⽇，全5回）
教  室 ︓K202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︓Lauer

コース名 ︓Advanced English Conversation
内  容 ︓上級英会話

（レベルの⽬安︓TOEIC®Listening & Reading Test 600点以上）

テキスト ︓－ なし －
募集⼈数 ︓約40名
時  間 ︓⽊曜⽇ 9・10時限 (16:20-17:50)
期  間 ︓6⽉14⽇〜7⽉12⽇19⽇

（7⽉12⽇を除く毎週⽊曜⽇，全5回）
教  室 ︓K201号教室（総合科学部）

Note Each week as homework, students will listen to a couple of
podcasts. Then in class we'll speak about the vocabulary
and contents in the podcasts. Also, every week, students
will give brief 5-minute reports about interesting things
which they studied that week.

<Cコース> 講師︓Davies

コース名 ︓Talk about Anatomy and Medicine in English I

https://home.hiroshima-u.ac.jp/flare/program/voluntary/2018-2list.html


内  容 ︓医学英語特別研修プログラムI 
（レベルの⽬安︓TOEIC®Listening & Reading Test 600点以上）

テキスト ︓－ なし －
募集⼈数 ︓約30名
時  間 ︓⽊曜⽇ （17:00-18:30）
期  間 ︓6⽉21⽇〜7⽉26⽇（毎週⽊曜⽇，全6回）
教  室 ︓第4講義室（霞キャンパス），※7⽉26⽇のみ，第2講義室（霞

キャンパス）
Note ︓In this course, students will develop their knowledge of

English anatomy terms, and also practice talking about
anatomy and physiology. The course will cover the
following topics: anatomical planes and terms of location,
the nervous system, the cardiovascular system, the
respiratory system, the skeletal system, the digestive
system, and the endocrine system. Students will also
practice some doctor-patient dialogues.
※続編として「Talk about Anatomy and Medicine in English
II」を第4タームに実施する予定（曜⽇・時間帯は未定）です。
(I)の続編にはなりますが，扱う話題が異なるため，第４ターム
だけの受講も可能です。（II）の申込は第4タームの申込サイト
（10⽉下旬頃開設予定）から，申し込みをしてください。

<Dコース> 講師︓Howell

コース名 ︓Harry Potter and the Order of the Phoenix 2
内  容 ︓ In this class we will highlight vocabulary from the novel,

practice dialogue from the film, and practice free
conversation.

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)
期  間 ︓6⽉12⽇〜7⽉10⽇17⽇

（7⽉10⽇を除く毎週⽕曜⽇，全5回）
教  室 ︓K112号教室（総合科学部）

Note ︓The class is open to all levels of students. New students
are welcome!

<Eコース> 講師︓榎⽥

コース名 ︓TOEFL iBT®準備コースB（読む・書く）
内  容 ︓TOEFL iBT®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)
期  間 ︓6⽉13⽇〜7⽉11⽇18⽇

（7⽉11⽇を除く毎週⽔曜⽇，全5回）
教  室 ︓J209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。（This course is taught
in Japanese.） Term 1に引き続き， TOEFL iBT®受験希望者を
対象に，「読む・書く」の技能を充実させるための問題演習コー
スです。 また，「TOEFL iBT®準備コースA（聞く・話す）」を
Term 1で受講していない⽅の申し込みも受付けます。
[⽬標レベル︓TOEFL iBT®80点レベル（TOEIC®Listening &
Reading Test 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。

曜⽇別開設コース⼀覧
Mon. （今期の開講はありません）

Tue. Dコース︓Harry Potter and the Order of the Phoenix 2

Wed.
Aコース︓Intermediate English Conversation
Eコース︓TOEFL iBT®準備コースB（読む・書く）

Thu.
Bコース︓Advanced English Conversation
Cコース︓Talk about Anatomy and Medicine in English I

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/

