
 
  

 
神戸市外国語大学 英語教育オープンクラス 2019 のご案内 

 
神戸市外国語大学と神戸市教育委員会は両者の連携協力に関するアクションプランを策定しています。その

プロジェクトの一環として、2011 年度から毎年、神戸市外国語大学で開講している英語、言語、文化、教員養成

関連科目などをオープンクラスとし、現職の小中高の先生方に見学いただく機会を設けました。 
指導力向上や教員養成などについて考える研修の機会としてぜひご参加ください。 

   
◆日程： 2019 年 11 月 4 日(月曜・祝日) ※休日開講日 

第 2 限 
10：30 
～ 

12：00 

① 野村 和宏 教授 専攻英語 I 発音 2AV 教室 
英語が国際語として世界各地で用いられている中、日本で英語を専門的に学ぶ学生として誰にでも理解され

る標準的な英語発音を身に着けることを目指します。具体的には音声器官と調音方法を理論的に理解し、そ

の知識をもとに実践練習を通して英語発音を学んでいきます。母音の学習を一通り終わり、当日は子音の第 1
回目として破裂音[p, b, t, d]を取り上げます。 

第 3 限 
12：45 
～ 

14：15 

① 矢形 勝秀 講師 英語教育法「第 1」2 406 教室 
本講義は、英語教育に必要な様々な要素を経験的・内省的に学び、自らの教育論との対話を目的としていま

す。当日の授業では「リーディングを教える」がテーマとなります。学生たちは実際にリーディングに焦点を当て

たアクティビティを経験した後、協同的な内省を通してこのアクティビティを振り返り、その理論的・実践的分析

を行います。（この授業は英語で行われます。） 

② D. Tatsuki 教授 英語教育法「第 2」2 104 教室 
Each semester, students experience various ELT methodologies by role-playing as teachers 
and as learners. This week, the focus methodology is the “Task-based” approach. （この授業は

英語で行われます。） 

第 4 限 
14：25 
～ 

15：55 

① 中嶋 圭介 准教授 国際ビジネス・コミュニケーション 2    2AV 教室 

主に2、3年生を対象に実務的な英語運用能力の向上を目的としています。学生は3～4名のグループに分か
れて市内企業実在製品のマーケティングプランを作成しており、当日は、翌週の英語プレゼンの準備段階とし
て、プラン概要を日本語で発表し、教員やクラスメイトからフィードバックを行う予定です。 

② D. Tatsuki 教授 映画研究 応用視聴覚教室 
In this active learning course, students study various aspects of screenplay structure within 
a wide range of film genres. This week, students will present their summary on the 
relationship of theme (the underlying idea) to film structure using the New Zealand film 
“The Piano”. （この授業は英語で行われます。） 

第 5 限 
16：05 
～ 

17：35 

① M. Campana 講師 語用論・談話分析講義 105 教室 
This class continues our discussion of the Cooperative Principle, where speakers convey 
their meaning “beyond the meaning of the words.”” An example is Speaker B’s reply to 
Speaker A’s question, “Will Sally be at the meeting?” B: “Her car broke down.” In this case, 
A must infer that B's answer is actually “No, Sally won’t be at the meeting.” Several steps 
must be taken in order to arrive at this conclusion, however. （この授業は英語で行われます。） 

第 6 限 
17：50 
～ 

19：20 

① 中嶋 圭介 准教授 専攻英語 III 講読[3] 2AV 教室 

英語専攻 3 年生を対象とした英語講読の講義。当日は、人工知能(AI)技術の進歩と経済社会的影響に関す
る英文記事を教材に、発表担当の学生がプレゼンを行い、後にディスカッションを行います。なお、学生は予
習時の疑問や気づきをメーリングリストで事前に共有した上で講義に臨んでいます。 

② D. Farrah 教授  専攻英語 IV 作文 103 教室 
In this class, students will initially be asked to work in small groups and revise sentences 
that they, themselves, have written. Subsequently, those sentences will be written on the 
chalkboard and discussed by the instructor. （この授業は英語で行われます。） 



※授業内容は、進捗状況によって変わる場合があります。 

◆対象となる先生方： 

神戸市の小学校、中学校、高等学校教員、兵庫県の高等学校教員、神戸外大大学院英語教育学専攻院生  
(参加の先生方には当日、アンケート用紙に授業への簡単な感想やコメントの記入をお願いいたします。) 

◆参加方法： 

教室・設備の準備の都合上、およその参加人数を把握する必要がありますので、①学校名、②氏名、③電話番
号、④参加希望の授業名を記載の上、下記までメールまたは FAX で事前に申込んでください。 
なお、同時間帯に 2 つの授業が開講されている場合、片方のみを見学するだけでなく、途中で移動して両方を
見学していただいてもかまいません。 

◆当日の流れ 

 1. 受付（研究棟 1F 国際交流センター）で、入場許可証とアンケート用紙をお受け取りください。 
 2. 各教室で授業を見学 
 3. 見学終了後、受付で入場許可証の返却とアンケートのご提出をお願いします。 

◆その他 

  本学の駐車場は利用できません。公共交通機関を利用してお越しください。 

◆参加申込み、問合せ先：  
神戸市外国語大学国際交流センター  担当：辻井・吉野 
FAX: 078-794-8178         Email:international-office@office.kobe-cufs.ac.jp   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

英語教育オープンクラス 2019 FAX 申込書 
 

FAX 送信先：078-794-8178 
 

学 校 名  

ふりがな  

氏  名  

電話番号 （自宅・携帯・職場） 

FAX 番号 
※FAX でお申込みの方は、受付完了の案内をお送りしますのでご記入をお願いします。 

参加を希望する授業の左の欄に○をご記入ください。（複数可） 

 第 2 限 専攻英語 I 発音 

 第 3 限 英語教育法「第 1」2 

 第 3 限 英語教育法「第 2」2 

 第 4 限 国際ビジネス・コミュニケーション 2 

 第 4 限 映画研究 

 第 5 限 語用論・談話分析講義 

 第 6 限 専攻英語 III 講読[3] 

 第 6 限 専攻英語 IV 作文 

 


