
科目名 ENG251: 留学準備(オーストラリア) 担当教員 V. Thomas 

開講期 秋 開講時限 月木 5限 研究室 4211 オフィスアワー 月 2・3限、火 3・4限 

分類 選択 単位 2 標準受講年次 1・2年 連絡先  

キーワード 異文化理解、英語表現のトレーニング、海外生活に関する基本的知識、安全管理の知識 

授業の 

概要 

この授業では、本学が認定するオーストラリアのボンド大学での約 4 週間の海外短期語 

学講座プログラムに参加する学生が、同プログラムに関する予備知識や、渡航、現地生 

活、安全管理に関する留意事項を学び、各自が目的意識を持ち、規律正しい、安心でき 

る留学生活を送ることができることを目指す。授業時間を適宜分け、授業の後半では実 

践的英語表現の習得を目的とするトレーニングを行う。 

達成目標

および 

到達目標 

【達成目標】学生は留学先で想定されるさまざまなレベルの異文化体験への準備を行い、 

自分自身の学びと成長の軌跡を省察し、目的意識と自信をもって留学に向かうことが出 

来るようになる。学生は留学先および自国について学び、自国の文化と留学先の異文化 

とを客観的に対比、理解できるようになる。さらに、留学に必要な英語表現のトレーニ 

ングにより、留学先での英語運用とより発展的な英語学習に備える。安全に留学が完遂 

できるよう、海外生活に関する基本的知識、心得、及び危機管理の方策を学ぶ。 

【到達目標】①オーストラリア及び日本についての基本的知識を持ち、それについて自ら 

の視点で英語で発信できる。②留学のさまざまな場面に必要な英語表現の知識を持ち、 

使う意欲を持つ。③海外生活での基本的マナーおよび危険回避について理解する。 

評価方法 

および 

評価基準 

【評価方法】 

グループ発表  40%。 

 英語運用能力向上のためのアクティビティ （小テストを含む） 40%。 

 Essay（英文）20%。 

【評価基準】評価基準は初回の授業で詳しく説明する。 
 

授業計画 

回 テーマおよび学習内容 運営方法、教育手法 準備学習・復習 

1 留学プログラムについて導入 

ボンド大学について 

講義、質疑応答、 

グループワーク 

ボンド大学について調べる 

https://bond.edu.au/  

2 留学の意義 

プログラムの概要 

講義、質疑応答、グ

ループワーク 

ディスカションの準備、 

配布資料を読み質問を準備 

3 渡航のための準備とは 

Unit 3. Getting on the Plane 

講義、質疑応答、グ

ループ発表 

グループ発表の準備、 

Unit 3の課題の準備 

4 留学生の安全について 講義、質疑応答、 

グループワーク 

グループワークの準備、 

配布資料を読み質問を準備 

5 手続きガイダンス 

 

講義、質疑応答、グ

ループワーク 

配布資料を読み質問を準備 

6 オーストラリアの歴史と文化：原住民に

ついて 

グループワーク、 

グループ発表 

グループ発表の準備、配布

資料読み質問準備 

7 オーストラリアの歴史と文化：ヨーロッ

パからの移民について 

グループワーク、質

疑応答、Quiz 

グループワークの準備、配

布資料読み質問準備 

8 挨拶と文化、ホストファミリーとの会

話、Unit 1. Travel 

講義、質疑応答、グ

ループ発表 

Unit 1 の課題の準備、発表

の準備 

9 自己紹介、ホストファミリーとの会話 

Unit 2. Jobs and People  

講義、質疑応答、グ

ループワーク 

Unit 1 の課題の準備、グル

ープワークの準備 

10 オーストラリアの政治・経済について 講義、グループ発

表、質疑応答 

配布資料読み質問準備、発

表の準備 

11 オーストラリアの現代社会 

最近の時事問題を知る 

グループワーク 

質疑応答、 

配布資料読み質問準備、グ

ループワークの準備 

12 世界の英語、オーストラリアの英語 

Unit 4. At the Immigration and Customs 

講義、質疑応答、 

グループ発表 

Unit 4の課題の準備、グル

ープ発表の準備 

https://bond.edu.au/


授業計画 

回 テーマおよび学習内容 運営方法、教育手法 準備学習・復習 

13 中間まとめ（1） 

テキスト 1～4 章復習テスト 

小テスト、振り返

り、質疑応答 

小テストの準備 

14 日本の歴史と文化 

Unit 5. At the Airport 

講義、グループワー

ク、質疑応答 

Unit 5 の課題の準備、グル

ープワークの準備 

15 日本の社会と政治 

 

講義、グループ発

表、質疑応答、Quiz 

配布資料読み質問準備、発

表の準備 

16 オーストラリアの気候風土と自然 

Unit 6. Accomodations 

講義、質疑応答、 

グループワーク 

Unit 6の課題の準備、グル

ープワークの準備 

17 オーストラリアの人々の生活 

 

講義、質疑応答、グ

ループ発表 

配布資料読み質問準備、グ

ループ発表の準備 

18 日本の経済と文化 

Unit 7. Restaurant   

講義、グループワー

ク、質疑応答 

Unit 7の課題の準備、グル

ープワークの準備 

19 日本の祭りと文化 

 

グループ発表、 

質疑応答、Quiz 

配布資料読み質問準備、グ

ループ発表の準備 

20 21世紀における日本 

Unit 8. Sightseeing 

講義、グループワー

ク、質疑応答 

Unit 8の課題の準備、グル

ープワークの準備 

21 日本の若者とポップカルチャー 

 

講義、グループ発

表、質疑応答 

配布資料読み質問準備、グ

ループ発表の準備 

22 中間まとめ（2） 

テキスト 5～8 章復習テスト 

小テスト、振り返

り、グループワーク 

小テストの準備 

23 ガイダンス 

安全管理のワークショップ 

講義、質疑応答、 

グループワーク 

配布資料読み質問準備 

24 オーストラリア人の基本的な価値観 

Unit 9. Shopping 

講義、質疑応答、グ

ループ発表 

Unit 9の課題の準備、発表

の準備 

25 オーストラリア人の社会的な習慣 

Unit 10. Transportation 

講義、質疑応答、グ

ループワーク、Quiz 

Unit 10の課題の準備、グル

ープワークの準備 

26 英会話復習：Transportation, Accomodation 

 

講義、質疑応答、グ

ループ発表 

英会話復讐の準備、グルー

プ発表の準備 

27 英会話復習：Conversation with host family 

Unit 11. Problems and Complains 

講義、質疑応答、グ

ループワーク 

Unit 11の課題の準備、英会

話復習の準備 

28 出発前ガイダンス（確定スケジュール・

マニュアル配布、出発時帰着時の確認） 

講義、質疑応答、 

グループワーク 

質疑事項、Essay 作成準備 

29 復習 安全管理編 

 

講義、質疑応答、グ

ループワーク、Quiz 

質疑事項、Essay 作成準備 

30 まとめ、 Essay “My Study Abroad” 提出 

 

講義、質疑応答、グ

ループワーク 

Essay 提出、出発準備、計

画の確認 

 

テキスト 

 

観光英検センター編『English for Tourism [Basic]ベーシック観光英語』（三修社） 

English Essentials: An Academic Skills Handbook 

参考書 

 

『海外で困ったら：大使館・領事館のできること』（外務省） 

     http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/taishi_2012.pdf  

Japanese Culture Notes (Mineharu Nakayama and Janet Stucky) 

     http://japan.osu.edu/notes/Japanese_231notes.pdf 

Life in Australia (Department of Immigration and Citizenship) 

     http://www.immi.gov.au/living-in-australia/values/book/english/lia_english_full.pdf  

Beginning Life in Australia (Department of Immigration and Citizenship) 

     https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/02_2014/eng_access.pdf  

履修条件､ 

前提科目 

今年度の春期海外短期語学研修プログラムに参加することが条件である。 

 


