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科目名

英語でグローバルヘルスを学ぶ

授業形態

講義

英語科目名

Global Health Issues in English

開講学期

2022年度前期

対象学年

3年

単位数

1単位

代表教員

ニヨンサバ

フランソワ

ナンバリング

2201

担当教員

ニヨンサバ

フランソワ、田村

好史、湯浅

資之、ﾐｮｰ ﾆｴﾝ ｱﾝｸﾞ、野田 愛、大野

直子、CHARVAT HADRIEN

授業概要

全体内容

According to Koplan (Lancet, 2009), “Global health places a priority on improving health and achieving equity in health for all
people worldwide. It emphasizes transnational health issues, determinants, and solutions; involves many disciplines within and
beyond the health sciences; and is a synthesis of population-based prevention with individual-level clinical care.”
In this course, all lectures are delivered in English. The course is divided into three sections:
1. General lecture on global health: In the first part of the lectures, we cover topics such as current issues in health care, socioeconomic determinants of health, and development of modern Japan as a healthy country, with the objective of gaining a general
understanding of global health.
2. Lectures on various infectious and non-infectious disease topics: We learn about global burden diseases and health
inequality, emerging infectious diseases and sustainable health promotion for the older people during COVID-19.
3. As health communication and quantitative research have relevance for virtually every aspect of health and well-being such as
disease prevention, health promotion and quality of life, the last part of this course focuses on the role of quantitative research
and health communication in global health.

到達目標

1. To acquire a foundation of knowledge of key global health issues and to be able to explain how these have changed over time.
2. To identify major socio-cultural issues influencing health around the world and to be able to describe the UN’s Sustainable
Development Goals.
3. To describe the burden of infectious and non-infectious diseases and to be able to identify factors contributing to these
diseases.

授業の位置づけ

基盤科目（目的別英語科目）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における人間とその社会的、文化的な営みを包括的に理解するため、自然と人間、生命と健康、
人間と社会、世界と日本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活用する能力
DP② 自分とは異なる人間や文化を理解しようと心を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのできる能力
DP③ 母語そして外国語でのコミュニケーション能力を駆使し、多様な人々と繋がり、自らの考えを論理的に説明し、相互の関係を
築く能力
DP④ グローバル市民として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、文化を超えて活躍できる専門性（グローバル社会、異
文化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、人類が直面する問題を発見し、解決策を探る多面的かつ柔軟な
思考力と行動力
1. Given that all lectures are delivered in English, only students with TOEFL-ITP higher than 480 can register for this course.
2. Regular attendance is necessary in order to conduct group discussions and presentations.
3. For each class, students are expected to spend 90 minutes for preparation according to the content of “Course Schedule” and
described below, and 90 minutes for review.

成績評価の方法
評価方法

The final grade will be determined by homework and short tests (40%) and final exam (60%).

評価基準

The grading scale will be: S: 90 - 100, A: 80 - 89, B: 70 - 79, C: 60 - 69, F : 0 - 59.

試験・課題等に対するフィードバック方法
Feedbacks for assignments are uploaded on Juntendo-Passport’s Graphic Profile.
テキスト
参考文献
Textbooks:
1. Global Health: Diseases, Programs, Systems, and Policies. Third Edition, Michael H. Merson, Robert E. Black, Anne J. Mills.
2. Introduction to Global Health. Second Edition, Kathryn H. Jacobsen
その他
連絡先・オフィスア
ワー

Upon appointment: please contact Francois NIYONSABA (dial: 03-5802-1896, extension: 2927, email: francois@juntendo.ac.jp)

担当教員の実務経験
備考
授業計画
授業
回

担当者

1.
NIYONSABA
2021/4/7 Francois

授業内容
Infections and global health: Three major infectious
diseases: To learn about the causes, personal protection,
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授業方法 ※
Lecture

予習・復習・レポート課題等と学習時間
【Preparation】: Students are expected to
read and think thoroughly the class
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medical care, and global measures against HIV/AIDS,
tuberculosis and malaria. To discuss about the various
socio-economic issues caused by these diseases and
what can be done to prevent them.

materials, to search online information that
is relevant to their interests in advance,
and to prepare for group discussion. Time:
at least 90 minutes.
【Review】: Students are expected after
class to review class materials for at least
90 minutes.

2.
NIYONSABA
2021/4/14 Francois

Infections and global health: Emerging infectious
diseases: To learn about the causes, personal protection,
medical care, and global measures against emerging
infectious diseases such as Covid-19 and Ebola etc. To
discuss about the various socio-economic issues caused
by these diseases and what can be done to prevent
infections, with a focus on “emerging infectious
diseases”.

3.
AUNG Myo
2021/4/21 Nyein

Sustainable health promotion for the older people during
COVID-19 pandemic: This lecture will introduce health
promotion approaches applied for ageing population with
the aim of healthy ageing. The aftermath of COVID-19
pandemic containment measures such as home-stay and
social distancing brought consequences such as physical
inactivity and social isolation increasing the frailty, long- Lecture
term care need and health care cost. Community
empowerment and educational approach for care
prevention will be introduced to the students, provoking
their thoughts and discussion how to apply newer
approaches e.g., digital health for sustainable health
promotion in the ageing world.

4.
TAMURA
2021/4/28 Yoshifumi

Current issues in health care: In this class, students will
learn current issues in health care with keywords such
as super-aging society, metabolic syndrome, and
underweight women.

5.
NODA Ai
2021/5/12

Social and economic determinants of health:
To understand how social and economic conditions (i.e.,
income, wealth, education, employment, neighborhood
conditions, social policies) effect on health.

6.
YUASA
2021/5/19 Motoyuki

Development of modern Japan as a healthy country:
After a defeat of World War II, Japan had dramatically
restored and achieved a higher level of population health
for a short period. Although Japan had been still a
developing poor country in two decades after World War
II, why did Japan succeed in promoting health rapidly?
Based on a framework of WHO’s Health Promotion
Strategy, we will analyze the reasons why Japan created
the healthiest nation around the world.

7.
CHARVAT
2021/5/26 Hadrien

Role of quantitative research in global health: To
understand the role of quantitative indicators in
monitoring health events, identifying targets for public
health policies and assessing the potential impact of
these policies in the population. To acquire basic
knowledge about some common health indicators and
the methods used to compute them.

8.
ONO Naoko
2021/6/2

Role of health communication in global health: To learn
how health communication makes a difference in the
lives of people around the world. To explore some of the
stories from the field and understand how health
communication inspires and empowers people to make
healthy choices for themselves.
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Lecture

【Preparation】: Students are expected to
read and think thoroughly the class
materials, to search online information
that is relevant to their interests in
advance, and to prepare for group
discussion. Time: at least 90 minutes.
【Review】: Students are expected after
class to review class materials for at least
90 minutes.

【Preparation】: Students are expected to
do a pre-lecture reading: (1) research
paper as case study and (2) the class
materials, (3) online information to
prepare for group discussion. Time: at
least 90 minutes.
【Review】: Students are expected after
class to review class materials and
lectures notes for at least 90 minutes.

Lecture

【Preparation】: Class materials will be
provided to students. Before the class,
students are expected to spend 90
minutes for reading the materials.
【Review】: After the class, students are
expected to spend 90 minutes for
reviewing class materials.

Lecture

【Preparation】: Class materials will be
provided to students. Before the class,
students are expected to spend 90
minutes for reading the materials.
【Review】: After the class, students are
expected to spend 90 minutes for
reviewing class materials.

Lecture

【Preparation】: Students are expected to
search online information regarding
Health Promotion activities and Public
Health policies just after World War II in
advance. Time: at least 90 minutes.
【Review】: Students are expected after
class to review class materials for at least
90 minutes.

Lecture

【Preparation】: Students are expected to
read and think thoroughly the class
materials, and to search online information
that is relevant to their interests in
advance. Time: at least 90 minutes.
【Review】: Students are expected after
class to review class materials for at least
90 minutes.

Lecture

【Preparation】: Students are expected to
read and think thoroughly the class
materials, to search online information that
is relevant to their interests in advance,
and to prepare for group discussion. Time:
at least 90 minutes.
【Review】: Students are expected after
class to review class materials for at least
90 minutes.
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※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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科目名

英語でグローバル社会を学ぶ

授業形態

講義

英語科目名

Global Society Issues in English

開講学期

2022年度前期

対象学年

3年

単位数

1単位

代表教員

玉村 健志

ナンバリング

2202

担当教員

玉村 健志

授業概要

全体内容

いま世界で起きていることを知り、それをどのように捉えられるかを考えること、そしてそのために必要な英語力（語彙、リスニ
ング、スピーキング、プレゼンテーション）を高めることがこの講義の目的です。
授業は基本的に英語で行います。受講生によるディスカッションが大きな比重を占めます。毎回授業の最後にReaction Paperで自
分の意見を英語で書いてもらいます。また、学期末には国際関係に関するトピックで英語で簡単な発表をしてもらう予定です。
この授業は1単位で6/3〜7/22の計8回を予定しています。日程に気をつけてください。授業への参加は必須です。少人数授業です
ので、原則的には教室で受講することを想定してます。授業の方針について質問がある場合は事前に担当教員まで連絡をください。
The aim of this course is to discuss political and social issues and global problems. The course tries to give students an
opportunity to think about what is happening around the world and how you can grasp it. Also, this class is envisaged to brush
up language skills of participants, esp. vocabulary, listening, speaking, and presentation skills in English.
The class will be conducted in English. In every class, students will have a chance to practice expressing their opinions in
English by class discussion and a “reaction paper.” At the end of the semester, students (by an individual or a group) are to make
a presentation on a topic related to the class. Students will pick the topic either from those that they have studied in the class or
one they choose from other readings.
Please note that this course is a one credit class, will start from June 3rd, and have eight classes. Participation in the class is
essential to get a credit. We strongly recommend that the students come to the classroom rather than to participate online. If
you have questions about this course, please contact the lecturer beforehand.

到達目標

下記目標の達成により、将来国際的な仕事に就いたり留学したりするための、国際関係に関する導入的な知識と語学力を身に着ける
ことを目標とする。
1. 日頃ニュースで見たり新聞で読んだりした事柄について、受講生が学問的な理解を深める。
2. 自分なりの視点を持って英語で意見を述べられるようになる。
3.それらを行うための英語力を身に着ける。
We hope the class will be a chance to practice taking a class of international relations in English in order to prepare for your
future studying and/or working abroad. Students planning to study abroad and/or to work in international environment are
encouraged to take the class. The goals of this class is as follows:
1. To deepen academic understanding on events students read or watch in the news.
2. To be able to express one's opinion in English with one's own perspective.
3. To acquire English skills to achieve above goals.

授業の位置づけ

基盤科目（目的別英語科目）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における人間とその社会的、文化的な営みを包括的に理解するため、自然と人間、生命と健康、
人間と社会、世界と日本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活用する能力
DP③ 母語そして外国語でのコミュニケーション能力を駆使し、多様な人々と繋がり、自らの考えを論理的に説明し、相互の関係を
築く能力
小規模授業になる予定です。課題はgoogle classroomで提出してもらいます。履修登録者にはJ-passでgoogle classroomへの招待メ
ールを通知しますので、授業開始前にgoogle classroomに参加しておいてください。
英語は話さないと上達しません。この授業はディスカッションが大きな比重を占めますので、議論への参加が必須です。議論への参
加が成績の20％を占めますので全く発言しないと単位取得は難しくなります。予め翌週のディスカッションのお題を知らせますの
で、意見を考えて必要な単語などは調べておくようにしてください。聞いたり話したりしない限り上手くはなりませんので、授業へ
の参加は必須です。意見は片言でもゆっくりでも構いません。また意見が正しいかどうかも問いません。大事なのは自分の意見を述
べようとする姿勢です。積極的な参加を期待します。
The class will be a small-sized class. Participants have to submit their assignments in google classroom. Please register in the
google classroom beforehand. The class code of the google classroom will be sent to the participants by Juntendo Passport.
Students are required to participate in class discussion. Contribution to the discussion constitutes 20% of the grade.
Students are expected to think about their opinion on the topic and look up some words with the dictionary beforehand in order
to prepare for discussions. Please don’t hesitate to speak up. I will wait until you finish speaking so you can take time. Whether
what you say is correct or not doesn’t mean much in this class. What is important is that you take chances to speak up. We hope
you enjoy the class and have fun.

成績評価の方法

評価方法

リアクションペーパー25％、クラスディスカッションへの参加20％、事前学習課題15％、単語テスト10％、プレゼンテーション
30％
Reaction papers25％、participation in discussions20％、assignments to prepare for the class15%、vocabulary tests 10％、Final
presentation30％

評価基準

・英語で自分の意見を表明できる
・主張を読み手や聴衆にわかりやすく提示できる
・そのために必要な情報や英単語を事前に調べてくることができる
・Can express one' s opinion in English
・Can present one's argument in a straightforward manner
・Can collect necessary information and look up dictionary before the class
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試験・課題等に対するフィードバック方法
リアクションペーパーにおける質問等やプレゼンに授業あるいはグーグルクラス内でコメントする。
Feedbacks to reaction papers and presentations will be given in the class and/or in the google classroom.
テキスト
参考文献
教科書は指定しない。各トピックに関するものは授業内で都度紹介する。
There is no specific textbook for this course. Readings will be announced in the class.
その他
連絡先・オフィスア
ワー

専任教員のオフィスアワー：毎週木曜16:30-17:30とするが、ゼミや会議などで変更が必要になった場合には授業の中で通知する。
Office hour for Dr. Tamamura: Thursdays from 4.30pm to 5.30pm. If there is a change, it will be announced in the class.
シワック先生への質問：授業終了後にで質問を受け付ける。また、随時電子メール（eshewack@gmail.com）で質問を受け付ける。
A question for Shewack-sensei：Questions can be accepted after the class either at the classroom or by email.

担当教員の実務経験
備考
授業計画
授業
回

1

2

3

担当者

玉村

玉村

玉村

健志

健志

健志

健志

授業内容

イントロダクション
Introduction

グローバル化
Globalization

持続可能な開発
Sustainable Development

紛争の解決
Conflict resolution

4

玉村

5

Eric Shewack ワクチン格差
Vaccine Equity
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授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

講義とディスカッシ
ョン

予習：なぜグローバル社会について学ぼうと
思うのか、自分の関心は何か、自分の意見を
考えてくる
復習：グローバル社会について英語で学ぶ意
義についてリアクションペーパーを書く
Preparation: think about your opinion
beforehand as to why you want to study
about global society and what your interest
is .
Review: write a reaction paper in English on
the meaning of studying about global
society in English.

講義とディスカッシ
ョン

予習：グローバル化とは何か、自分の生活に
どう関わっているかを考えてくる（90分）。
復習：グローバル化の影響について英語でリ
アクションペーパーを書く（90分）。
Preparation: think about your opinion
beforehand as to what globalization is and
how it affect your life (90min.).
Review: write a reaction paper in English on
the impact of globalization (90min.).

講義とディスカッシ
ョン

予習：SDGsについてこれまで習ったことを
復習しておく（90分）。
復習：SDGsについて本授業で学んだことに
関して英語でリアクションペーパーを書く
（90分）。
Preparation: review what you have learned
about SDGs (90min.).
Review: write a reaction paper in English on
what you learned about SDGs in this class
(90min.).

講義とディスカッシ
ョン

予習：国連PKOについて調べてくる（90
分）。
復習：内戦にどう対処すべきかについて英語
でリアクションペーパーを書く（90分）。
Preparation: do some research on the UN
peace operations (90min.).
Review: write a reaction paper in English on
what we should do to cope with a civil war
(90min.).

講義とディスカッシ
ョン

予習：COVID-19ワクチンがどうしたら世界
全体で均等かつ公平に行きわたるかを考えて
くる（90分）。
復習：ワクチン格差が貧しい国でどうしたら
解決され、裕福な国がどのような役割を果た
すべきかについてリアクションペーパーを英
語で書く（90分）。

2/4

2022/05/13 9:59

JUNTENDO PASSPORT 1
Preparation: think about your opinion as to
how COVID-19 vaccines can be distributed
evenly and fairly across the world (90min.).
Review: write a reaction paper in English on
how vaccine inequity can be solved in
poorer nations and what role, if any,
wealthier nations should provide (90min.).

6

7

8

Eric Shewack

Eric Shewack

クリーンエネルギー
Affordable and Clean Energy

ジェンダー平等
Gender Equality

玉村 健志、 学生によるプレゼンテーション
Eric Shewack Presentations by students
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講義とディスカッシ
ョン

予習：どのようにしてクリーンで手ごろな価
格のエネルギーの供給を達成できるのか意見
を考えてくる（90分）
復習：安価だが有害な化石燃料の使わないよ
うにするにはどうしたらよいかについて英語
でリアクションペーパーを書く（90分）。
Preparation: think about your opinion as to
how providing energy that is both clean and
affordable can be achieved (90min.).
Review: Write a reaction paper in English on
how cheap but harmful use of energy from
fossil fuels can be discouraged (90min.).

講義とディスカッシ
ョン

予習：ジェンダーに関連した差別にはどのよ
うなものがあるかを考えてくる（90分）。
復習：どのようにしてジェンダー平等が達成
できるのかについて英語でリアクションペー
パーを書く。（90分）。
Preparation: think about your opinion as to
what kind of gender-related discrimination
exists (90min.).
Review: write a reaction paper in English on
how gender equality can be achieved
(90min.).

プレゼンテーション

予習： プレゼンテーションを準備する（90
分）。
復習： 他の学生のプレゼンテーションの内容
を復習し、今後のプレゼンに活かす（90分）
Preparation: prepare one's presentation
(90min.).
Review: review presentations of others and
what one can learn from them (90min.).
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※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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科目名

英語で異文化コミュニケーションを学ぶ

授業形態

講義

英語科目名

Intercultural Communication in English

開講学期

2022年度前期

対象学年

3年

単位数

2単位

代表教員

髙濵 愛

ナンバリング

2203

担当教員

髙濵 愛

授業概要

全体内容

この講義の目的は、異文化コミュニケーションの基礎的な概念や主なトピックを英語で学ぶことである。これにより、多様なバック
グラウンドを持つ人々と異文化コミュニケーションに関する経験や考えを話し合うことができるようになることを目指す。
＜関連するディプロマポリシー＞
1. グローバル化が進む国際社会における人間とその社会的、文化的な営みを包括的に理解するため、自然と人間、生命と健康、人間
と社会、世界と日本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活用する能力
2. 自分とは異なる人間や文化を理解しようと心を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのできる能力
3. 母語そして外国語でのコミュニケーション能力を駆使し、多様な人々と繋がり、自らの考えを論理的に説明し、相互の関係を築く
能力
This course aims to introduce students to basic concepts and major topics of intercultural communication in English, so that
they will be able to exchange experiences and ideas regarding intercultural communication with people from diverse
backgrounds.
<Diploma policy related to the course>
1. In order to comprehensively understand humans and the functions of culture within an international society in which
globalization is spreading, students must acquire knowledge about nature, life and health, humans and society, the world and
Japan, as well as other knowledge related to international education and the ability to integrate and apply it.
2. The ability to interact with others with tolerance, respect diversity, and to keep an open mind while trying to understand
people and cultures different from your own.
3. The ability to communicate freely in both your native and foreign languages, develop relationships with a variety of people,
logically express your own ideas, and mutually build relationships.

到達目標

1) 異文化コミュニケーションにおける基礎的な概念や主なトピックを英語で学び、この分野におけるボキャブラリーを身につける。
2) 文化とコミュニケーションに関する理解を深める。
1) To learn the basic concepts and major topics of intercultural communication in English and be familiar with English vocabulary
used in the field.
2) To enhance understanding of culture and communication.

授業の位置づけ

基盤科目（目的別英語科目）／教職課程科目

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における人間とその社会的、文化的な営みを包括的に理解するため、自然と人間、生命と健康、
人間と社会、世界と日本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活用する能力
DP② 自分とは異なる人間や文化を理解しようと心を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのできる能力
DP③ 母語そして外国語でのコミュニケーション能力を駆使し、多様な人々と繋がり、自らの考えを論理的に説明し、相互の関係を
築く能力
・初回講義（オリエンテーション）には必ず出席すること。オリエンテーションで説明したことを理解したものとみなして講義を進
めていくので注意すること。
Students who wish to take the course must attend the orientation at the first class and pay close attention to the content in
order to be prepared for the semester.
・各回のはじめに、数人で行うアイスブレイク（ウォームアップ）ゲームを実施予定である。また、各回の終わりには、リアクショ
ンペーパーを記入し、提出してもらうことを考えている。
At the beginning of each class, students are expected to join icebreaking (warm-up) games. Additionally, at the end of each
class, students need to complete and submit reaction papers.

成績評価の方法

評価方法

各講義後に提出するリアクションペーパー（40%）と、中間試験（30%）および最終回に実施する期末試験（30%）の結果を総合的
に評価する。なお、出席が基準の回数を満たすことが評価の前提である。
Reaction papers to be submitted at the end of each class (40%)
Mid-term exam to be conducted during the ninth class (30%)
Final exam to be conducted during the final class (30%)
Students must fulfill the required conditions of attendance in order to obtain credit for the course.

評価基準

異文化コミュニケーションにおける基礎的な概念や主なトピックを英語で理解し、使うことができる。
Students can understand and use the basic concepts and discuss major topics of intercultural communication in English.

試験・課題等に対するフィードバック方法
リアクションペーパーやプレゼンテーション等に対しては、講義内でフィードバックを行う。
Feedbacks will be given in class regarding reaction papers and student presentation.
テキスト
参考文献
＜テキスト＞
Troy McConachy・古家聡・櫻井千佳子(2017)「英語学習者のための異文化コミュニケーション(Intercultural Communication for English Language
Learners in Japan)」南雲堂
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※テキストの購入方法については、初回講義時に連絡する。
＜参考書＞
上記の他、関連するプリントを配布することがある。
McConachy, T. (2017) “Intercultural Communication for English Language Learners in Japan” Nan’un-do
Note: How to obtain/purchase the textbook will be announced at the first class.
Reference materials will be introduced accordingly, and handouts will be distributed in class.
その他
連絡先・オフィスア
ワー

金曜日11時から13時まで。
Friday 11:00-13:00

担当教員の実務経験
中・高教諭1種免許（英語）を取得するための必修科目
科目：外国語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（中学校及び高等学校 英語）
施行規則に定める科目区分又は事項等：外国語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

備考
授業計画
授業
回

1

2

3

4

担当者

Ai Takahama

Ai Takahama

Ai Takahama

Ai Takahama

5

Ai Takahama

6

Ai Takahama

授業内容

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

イントロダクション
Introduction

【予習】シラバスをよく読んで、今までに異
文化コミュニケーションについて学んできた
ことを復習する。（90分）
【Preparation】Read the syllabus carefully
and review what you have learned about
intercultural communication. (90 mins)
【復習】講義で説明があったことを振り返
り、この講義に関する自分の目標を設定す
る。（90分）
【Review】Review what the instructor
explained in class and set your own goals of
the course. (90 mins)

ユニット1: 今日の世界の異文化コミュニケーション
Unit 1: Intercultural Communication in Today’s World

【予習】テキストのユニット1を読んでお
く。（90分）
【Preparation】Read Unit 1 of the textbook.
(90 mins)
【復習】講義で学んだキーワード等を復習す
る。（90分）
【Review】Review the keywords and issues
learned in class. (90 mins)

ユニット2:異文化コミュニケーションのための英語
Unit 2: English for Intercultural Communication

【予習】テキストのユニット2を読んでお
く。（90分）
【Preparation】Read Unit 2 of the textbook.
(90 mins)
【復習】講義で学んだキーワード等を復習す
る。（90分）
【Review】Review the keywords and issues
learned in class. (90 mins)

ユニット3:人間のコミュニケーションの重要な特徴
Unit 3: Important Features of Human Communication

【予習】テキストのユニット3を読んでお
く。（90分）
【Preparation】Read Unit 3 of the textbook.
(90 mins)
【復習】講義で学んだキーワード等を復習す
る。（90分）
【Review】Review the keywords and issues
learned in class. (90 mins)

ユニット4:文化という概念
Unit 4: The Concept of Culture

【予習】テキストのユニット4を読んでお
く。（90分）
【Preparation】Read Unit 4 of the textbook.
(90 mins)
【復習】講義で学んだキーワード等を復習す
る。（90分）
【Review】Review the keywords and issues
learned in class. (90 mins)

ユニット5:言語と思考
Unit 5: Language and Thought
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【復習】講義で学んだキーワード等を復習す
る。（90分）
【Review】Review the keywords and issues
learned in class. (90 mins)

7

8

9

10

11

12

Ai Takahama

Ai Takahama

Ai Takahama

Ai Takahama

Ai Takahama

Ai Takahama

13

Ai Takahama

14

Ai Takahama

ユニット6:コミュニケーション・スタイル
Unit 6: Communication Styles

【予習】テキストのユニット6を読んでお
く。（90分）
【Preparation】Read Unit 6 of the textbook.
(90 mins)
【復習】講義で学んだキーワード等を復習す
る。（90分）
【Review】Review the keywords and issues
learned in class. (90 mins)

ユニット7:人間の心理とコミュニケーション
Unit 7: Human Psychology and Communication
中間試験に関する説明
Announcement regarding mid-term examination

【予習】テキストのユニット7を読んでお
く。（90分）
【Preparation】Read Unit 7 of the textbook.
(90 mins)
【復習】講義で学んだキーワード等を復習す
る。中間試験に向けて必要な準備を進める。
（90分）
【Review】Review the keywords and issues
learned in class. Review what you have
learned from the course and prepare for the
mid-term test. (90 mins)

中間試験
Mid-term Examination

【予習】中間試験に備える。（90分）
【Preparation】 Prepare for the mid-term
test. (90 mins)
【復習】講義で学んだキーワード等を復習す
る。（90分）
【Review】Review the keywords and issues
learned in class. (90 mins)

ユニット9:ステレオタイプと異文化コミュニケーション
Unit 9: Stereotypes and Intercultural Communication

【予習】テキストのユニット9を読んでお
く。（90分）
【Preparation】Read Unit 9 of the textbook.
(90 mins)
【復習】講義で学んだキーワード等を復習す
る。（90分）
【Review】Review the keywords and issues
learned in class. (90 mins)

ユニット10:異文化コミュニケーションにおける文化調整
Unit 10: Cultural Accommodation in Intercultural
Communication

【予習】テキストのユニット10を読んでお
く。（90分）
【Preparation】Read Unit 10 of the
textbook. (90 mins)
【復習】講義で学んだキーワード等を復習す
る。（90分）
【Review】Review the keywords and issues
learned in class. (90 mins)

ユニット11:高等教育における異文化コミュニケーション
Unit 11: Intercultural Communication in Higher Education

【予習】テキストのユニット11を読んでお
く。（90分）
【Preparation】Read Unit 11 of the
textbook. (90 mins)
【復習】講義で学んだキーワード等を復習す
る。（90分）
【Review】Review the keywords and issues
learned in class. (90 mins)

ユニット12:海外留学と異文化適応
Unit 12: Study Abroad and Intercultural Adaptation

【予習】テキストのユニット12を読んでお
く。（90分）
【Preparation】Read Unit 12 of the
textbook. (90 mins)
【復習】講義で学んだキーワード等を復習す
る。（90分）
【Review】Review the keywords and issues
learned in class. (90 mins)

ユニット13:将来のための異文化能力
Unit 13: Intercultural Competence for the Future
期末試験に関する説明
Announcement regarding final examination
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【予習】テキストのユニット13を読んでお
く。（90分）
【Preparation】Read Unit 13 of the
textbook. (90 mins)
【復習】講義で学んだキーワード等を復習す
る。期末試験に向けて必要な準備を進める。
（90分）
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【Review】Review the keywords and issues
learned in class. Review what you have
learned from the course and prepare for the
final test. (90 mins)

15

Ai Takahama

講義のまとめ
Wrap-up of the course
期末試験（筆記試験）
Final Examination

【予習】期末試験に備える。（90分）
【Preparation】 Prepare for the final test.
(90 mins)
【復習】英語で異文化コミュニケーションを
楽しむことができるような方法（場所やツー
ルなど）について具体的に考え、実践する。
（90分）
【Review】 Find ways to try intercultural
communication in English in daily life
and/or in the future, and enjoy them. (90
mins)

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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科目名

英語論文を書く

授業形態

講義

英語科目名

Writing Academic Essays in English

開講学期

2022年度前期

対象学年

3年

単位数

2単位

代表教員

Marcel VanAmelsvoort

ナンバリング

2204

担当教員

Marcel VanAmelsvoort

授業概要

全体内容

Students will learn important skills and knowledge related to writing a research paper in English. This includes the basic
structure and organization of papers, as well as essentials at the word level (nominalization, formulaic strings), sentence and
paragraph level (sentence types, sentence fragments and run-on sentences, achieving coherence and cohesion), discourse level
(types of essays, elements of arguments and support), and formatting (citations and references).

到達目標

Students will learn important skills and knowledge related to writing a research paper in English. This includes the basic
structure and organization of papers, as well as essentials at the word level (nominalization, formulaic strings), sentence and
paragraph level (sentence types, sentence fragments and run-on sentences, achieving coherence and cohesion), discourse level
(types of essays, elements of arguments and support), and formatting (citations and references).

授業の位置づけ

基盤科目（目的別英語科目）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における人間とその社会的、文化的な営みを包括的に理解するため、自然と人間、生命と健康、
人間と社会、世界と日本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活用する能力
DP② 自分とは異なる人間や文化を理解しようと心を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのできる能力
DP③ 母語そして外国語でのコミュニケーション能力を駆使し、多様な人々と繋がり、自らの考えを論理的に説明し、相互の関係を
築く能力
DP④ グローバル市民として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、文化を超えて活躍できる専門性（グローバル社会、異
文化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、人類が直面する問題を発見し、解決策を探る多面的かつ柔軟な
思考力と行動力
This course is only open to students who have achieved 480 points on the TOEFL ITP test. If you have not scored 480 points or
higher, you may not take this course.
Completion of regular homework and two long assignments is required. Students absent due to job hunting or other
commitments will still be required to complete ALL assignments.

成績評価の方法

評価方法

評価の項目
Regular class work (including quizzes)
Reference summaries
Regular short timed essays
Final research essay

評価基準

評価の項目
Regular class work (including quizzes)
Reference summaries
Regular short timed essays
Final research essay

試験・課題等に対するフィードバック方法
Writing will be checked by peers and the instructor regularly on Google Classroom.
テキスト
参考文献
Materials will be provided by the instructor
その他
連絡先・オフィスア
ワー

Monday 16:00-17:30
Tuesday 15:00-17:00

担当教員の実務経験
備考
授業計画
授業
回

担当者
Marcel Van
Amelsvoort

授業内容

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

Course overview
Essay overview
Sentence overview
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Paragraph structure

Marcel Van
Amelsvoort

Paragraph structure

Marcel Van
Amelsvoort

Supporting opinions

Marcel Van
Amelsvoort

Register and formulaic language

Marcel Van
Amelsvoort

Organizing language; defining terms.

Marcel Van
Amelsvoort

Causal explanations

Marcel Van
Amelsvoort

Introductory paragraphs: hooks, background info, and
thesis statements

Marcel Van
Amelsvoort

Drawing conclusions.

Marcel Van
Amelsvoort

Citations, arguments, and hedging.

Marcel Van
Amelsvoort

Citations and reference formatting

Body paragraph 1 draft due

Marcel Van
Amelsvoort

Organization and coherence

Body paragraphs 2-n drafts due

Marcel Van
Amelsvoort

Cohesion and accuracy

Conclusion draft due

Marcel Van
Amelsvoort

Checking and revising

Marcel Van
Amelsvoort

Final check and submission

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml
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※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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科目名

医療の英語（基礎）

授業形態

講義

英語科目名

Medical English (Basic)

開講学期

2022年度前期

対象学年

3年

単位数

2単位

代表教員

KNEZEVIC Julija

ナンバリング

2205

担当教員

KNEZEVIC Julija

授業概要

全体内容

医療の分野においても、英語運用能力と医療知識の両方を備えた者に対する需要が高まっている。医療におけるコミュニケーショ
ンには、医療専門家と患者との間で行われる「医療者-患者コミュニケーション」、医療現場で言語を異にする医師と患者との間を
仲介する医療通訳、患者用の資料翻訳、医学薬学分野での翻訳や医学会議における会議通訳等がある。本授業では、基本的な医療用
語を日本語／英語で学び、医療コミュニケーションの基礎となる医療知識を身につけることを目的とする。

到達目標

医療コミュニケーションの基礎となる医療知識を身につけること。

授業の位置づけ

基盤科目（目的別英語科目）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における人間とその社会的、文化的な営みを包括的に理解するため、自然と人間、生命と健康、
人間と社会、世界と日本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活用する能力
DP② 自分とは異なる人間や文化を理解しようと心を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのできる能力
DP③ 母語そして外国語でのコミュニケーション能力を駆使し、多様な人々と繋がり、自らの考えを論理的に説明し、相互の関係を
築く能力
DP④ グローバル市民として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、文化を超えて活躍できる専門性（グローバル社会、異
文化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、人類が直面する問題を発見し、解決策を探る多面的かつ柔軟な
思考力と行動力
特になし。

成績評価の方法
評価方法

期末試験及び課題発表で評価する。

評価基準

期末試験及び課題発表で評価する。

試験・課題等に対するフィードバック方法
授業内で適宜返却する。
テキスト
プリント
参考文献
プリント・独自ロールプレイ教材を配布・共有致します
その他
連絡先・オフィスア
ワー

授業時間の前後とする。

担当教員の実務経験

医療英語・医療通訳の教務歴、10年以上（海外・国内を含む）
通訳・翻訳のの実経験、10年以上（海外・国内を含む）

備考

一緒に楽しく勉強しましょう。

授業計画
授業
回

1

担当者

授業内容

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

医療英語とは・医療コミュニケーションとは？外国人診療
とは？外国人の患者のニーズ？海外との比較などをカバー
KNEZEVIC,Julija 致します
問診票・同意書など院内のい説明資料を全般的にカバー致
します

スライドを用いて、
プレゼンをします
その後、感想と課題
を出します。

【予習】授業内容について自分なりに考え
をまとめておくこと（90分）
【復習】授業で扱った内容について振り返
りを行うこと。授業内に別途追加指示があ
った場合それに従うこと。（90分）

医療保険・海外・日本
外国人患者・異文化・ロールプレイなど

講師からのプレゼン
ト一緒に読み合わ
せ、リハーサルして
いきます

【予習】授業内容について自分なりに考え
をまとめておくこと（90分）
【復習】授業で扱った内容について振り返
りを行うこと。授業内に別途追加指示があ
った場合それに従うこと。（90分）

一緒にリハーサルし
ていきます
解説致します

【予習】授業内容について自分なりに考え
をまとめておくこと（90分）
【復習】授業で扱った内容について振り返

2

KNEZEVIC,Julija

3

KNEZEVIC,Julija 外国人ニーズの高いエリア（病棟）に着目致します
ロールプレイ
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りを行うこと。授業内に別途追加指示があ
った場合それに従うこと。（90分）

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

KNEZEVIC,Julija 日本医療・海外医療相違・対応

外国人ニーズの高い
エリア（病棟）に着
目致します
ロールプレイ

【予習】授業内容について自分なりに考え
をまとめておくこと（90分）
【復習】授業で扱った内容について振り返
りを行うこと。授業内に別途追加指示があ
った場合それに従うこと。（90分）

KNEZEVIC,Julija メディカルインタビュー内科

外国人ニーズの高い
エリア（病棟）に着
目致します
ロールプレイ

【予習】授業内容について自分なりに考え
をまとめておくこと（90分）
【復習】授業で扱った内容について振り返
りを行うこと。授業内に別途追加指示があ
った場合それに従うこと。（90分）

KNEZEVIC,Julija 心療内科ケーススタディ

外国人ニーズの高い
エリア（病棟）に着
目致します
ロールプレイ

【予習】授業内容について自分なりに考え
をまとめておくこと（90分）
【復習】授業で扱った内容について振り返
りを行うこと。授業内に別途追加指示があ
った場合それに従うこと。（90分）

KNEZEVIC,Julija メディカル・インタビュー呼吸器

外国人ニーズの高い
エリア（病棟）に着
目致します
ロールプレイ

【予習】授業内容について自分なりに考え
をまとめておくこと（90分）
【復習】授業で扱った内容について振り返
りを行うこと。授業内に別途追加指示があ
った場合それに従うこと。（90分）

KNEZEVIC,Julija メディカル・インタビュー循環器

外国人ニーズの高い
エリア（病棟）に着
目致します
ロールプレイ

【予習】授業内容について自分なりに考え
をまとめておくこと（90分）
【復習】授業で扱った内容について振り返
りを行うこと。授業内に別途追加指示があ
った場合それに従うこと。（90分）

KNEZEVIC,Julija メディカル・インタビュー消化器

外国人ニーズの高い
エリア（病棟）に着
目致します
ロールプレイ

【予習】授業内容について自分なりに考え
をまとめておくこと（90分）
【復習】授業で扱った内容について振り返
りを行うこと。授業内に別途追加指示があ
った場合それに従うこと。（90分）

KNEZEVIC,Julija メディカル・インタビュー婦人科

外国人ニーズの高い
エリア（病棟）に着
目致します
ロールプレイ

【予習】授業内容について自分なりに考え
をまとめておくこと（90分）
【復習】授業で扱った内容について振り返
りを行うこと。授業内に別途追加指示があ
った場合それに従うこと。（90分）

KNEZEVIC,Julija メディカル・インタビュー産婦人科

外国人ニーズの高い
エリア（病棟）に着
目致します
ロールプレイ

【予習】授業内容について自分なりに考え
をまとめておくこと（90分）
【復習】授業で扱った内容について振り返
りを行うこと。授業内に別途追加指示があ
った場合それに従うこと。（90分）

KNEZEVIC,Julija 緊急・ケーススタディ

外国人ニーズの高い
エリア（病棟）に着
目致します
ロールプレイ

【予習】授業内容について自分なりに考え
をまとめておくこと（90分）
【復習】授業で扱った内容について振り返
りを行うこと。授業内に別途追加指示があ
った場合それに従うこと。（90分）

KNEZEVIC,Julija 脳神経科ケース・スタディ

外国人ニーズの高い
エリア（病棟）に着
目致します
ロールプレイ

【予習】授業内容について自分なりに考え
をまとめておくこと（90分）
【復習】授業で扱った内容について振り返
りを行うこと。授業内に別途追加指示があ
った場合それに従うこと。（90分）

KNEZEVIC,Julija 全体的なまとめ

外国人ニーズの高い
エリア（病棟）に着
目致します
ロールプレイ

【予習】授業内容について自分なりに考え
をまとめておくこと（90分）
【復習】授業で扱った内容について振り返
りを行うこと。授業内に別途追加指示があ
った場合それに従うこと。（90分）

発表・課題提出

【予習】授業内容について自分なりに考え
をまとめておくこと（90分）
【復習】授業で扱った内容について振り返
りを行うこと。授業内に別途追加指示があ
った場合それに従うこと。（90分）

KNEZEVIC,Julija 課題発表

[講義日程]
8/8, 9, 10, 12： 各日1-4限
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科目名

医療の英語（応用）

授業形態

講義

英語科目名

Medical Engish (Advanced)

開講学期

2022年度後期

対象学年

3年

単位数

2単位

代表教員

大野

直子

ナンバリング

2206

担当教員

大野

直子

授業概要
全体内容

本授業では、医療に関連するトピックについて英語で読み、英語で自分の意見を述べ、討論する力を身に着ける。医療英語の応用と
して、医療通訳についても学ぶ。グローバル市民に欠かせない英語コミュニケーション能力のうち、医療の分野における表現力を身
に着けることが本授業の目的であり、医療に関する英語での適切な情報を判別し、コミュニケーションに生かすことを目指す。

到達目標

１．医療に関する英語の文献を広く読み理解するための語彙力を身に付ける。
２．医療コミュニケーションに関する英語文献を読み、内容について英語でディスカッションすることが出来る。
３．医療関連のトピックについて、英語で調査し意見を発表できる。
４．医療英語の応用として、医療通訳についても学び、診療内容の模擬通訳演習をする。

授業の位置づけ

基盤科目（目的別英語科目）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における人間とその社会的、文化的な営みを包括的に理解するため、自然と人間、生命と健康、
人間と社会、世界と日本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活用する能力
DP② 自分とは異なる人間や文化を理解しようと心を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのできる能力
DP③ 母語そして外国語でのコミュニケーション能力を駆使し、多様な人々と繋がり、自らの考えを論理的に説明し、相互の関係を
築く能力
DP④ グローバル市民として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、文化を超えて活躍できる専門性（グローバル社会、異
文化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、人類が直面する問題を発見し、解決策を探る多面的かつ柔軟な
思考力と行動力
授業参加のために相当量の英文読解を要するため、予習に十分な時間をとること。ディスカッションへの積極的な参加が求められ
る。グループワークを行うため、遅刻せずに出席すること。授業出席のみで演習やディスカッションに不参加の場合は欠席扱いにな
ることがある。英語辞典の機能がついた電子媒体を毎回の授業に持参することとする。医学英語辞典としてはステッドマン医学辞典
を推奨する。
受講者や進度に合わせ授業内容を変更することがある。その際は、授業内の指示に従うこと。
履修者上限：３０名とする。超過した場合には抽選を行う。

成績評価の方法
評価方法

筆記・実技試験70％、グループワーク（模擬通訳演習）20％、出席（単語テスト）10％。

評価基準

１．医療に関する英語の文献を広く読み理解するための語彙力を持っている
２．医療コミュニケーションに関する英語文献を読み、内容について英語でディスカッション出来る。
３．医療関連のトピックについて、英語で調査し効果的に意見を発表できる。
４．医療英語の応用として、医療通訳についても学ぶ意欲を示し、ロールプレイに積極的に参加する。

試験・課題等に対するフィードバック方法
授業内や各種LMSを使用し適宜返却する。
テキスト
Medical World Walkabout

Naoko Ono, Makiko Ishida
da silva

Seibido

978-4791972364

本体: 2,500 円（税込 2,750
円）

参考文献
一般財団法人 日本医療教育財団 『医療通訳』テキスト
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000385181.pdf
その他、オリジナルテキストを授業内で随時配布する。
その他
連絡先・オフィスア
ワー

月・火）時間帯はメールで応相談。

担当教員の実務経験
備考
授業計画
授業
回
1

担当者
大野 直子

授業内容
オリエンテーション

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml
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Team Medicine
模擬通訳演習
問診票を使った演習（ペアワーク）
診療の流れ（総合案内から受付、診察、会計）（グループワ
ーク）

ておく（90分）

大野 直子

医療用語や人体に関する知識
The Journey Food Takes through Our Body
模擬通訳演習（検査・制度説明）（ペアワーク）
CT検査

【予習】講義までに、テキストの指定された
箇所を読んでおく（90分）
【復習】授業で習得した単語の復習と単語テ
ストの準備をする（90分）

大野 直子

Coping with Cancer
模擬通訳演習（検査・制度説明）（ペアワーク）
選定医療費

【予習】講義までに、テキストの指定された
箇所を読んでおく（90分）
【復習】授業で習得した単語の復習と単語テ
ストの準備をする（90分）

4

大野 直子

Where Medicine Meets Religion
模擬通訳演習（検査・制度説明）
妊娠出産手続き

【予習】講義までに、テキストの指定された
箇所を読んでおく（90分）
【復習】授業で習得した単語の復習と単語テ
ストの準備をする（90分）

5

大野 直子

Before Calling it Malpractice
模擬通訳演習
①麻酔の同意説明

【予習】講義までに、テキストの指定された
箇所を読んでおく（90分）
【復習】授業で習得した単語の復習と単語テ
ストの準備をする（90分）

6

大野 直子

How Are Drugs Developed?
模擬通訳演習
服薬指導

【予習】講義までに、テキストの指定された
箇所を読んでおく（90分）
【復習】授業で習得した単語の復習と単語テ
ストの準備をする（90分）

大野 直子

What Comes First When Helping Others
模擬通訳演習
小児科

【予習】講義までに、テキストの指定された
箇所を読んでおく（90分）
【復習】授業で習得した単語の復習と単語テ
ストの準備をする（90分）

大野 直子

How to Identify Reliable Health Information
模擬通訳演習
産科

【予習】講義までに、テキストの指定された
箇所を読んでおく（90分）
【復習】授業で習得した単語の復習と単語テ
ストの準備をする（90分）

大野 直子

What is "Upstream" Thinking?
模擬通訳演習
成人内分泌科

【予習】講義までに、テキストの指定された
箇所を読んでおく（90分）
【復習】授業で習得した単語の復習と単語テ
ストの準備をする（90分）

大野 直子

Actions Speak Louder than Words
模擬通訳演習
脳腫瘍

【予習】講義までに、テキストの指定された
箇所を読んでおく（90分）
【復習】授業で習得した単語の復習と単語テ
ストの準備をする（90分）

大野 直子

Genetic Counselling as an Emerging Field
模擬通訳演習
婦人科

【予習】講義までに、テキストの指定された
箇所を読んでおく（90分）
【復習】授業で習得した単語の復習と単語テ
ストの準備をする（90分）

大野 直子

Can Medical Tourism Be a White Knight?
模擬通訳演習
整形外科

【予習】講義までに、テキストの指定された
箇所を読んでおく（90分）
【復習】授業で習得した単語の復習と単語テ
ストの準備をする（90分）

13

大野 直子

Japan's Healthcare System Is the Envy of the World
模擬通訳演習
産婦人科

【予習】講義までに、テキストの指定された
箇所を読んでおく（90分）
【復習】授業で習得した単語の復習と単語テ
ストの準備をする（90分）

14

ゲスト講師

医療の英語の実際（ゲスト講義）

【復習】授業内で説明された知識の復習をし
ておく（90分）

15

大野 直子

授業内試験

第1回から14回までの講義の復習をしておく
こと。（120分）

2

3

7

8

9

10

11

12
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科目名

第二言語の習得

授業形態

講義

英語科目名

Second Language Acquisition

開講学期

2022年度後期

対象学年

3年

単位数

2単位

代表教員

須藤

路子

ナンバリング

2207

担当教員

須藤

路子

授業概要
全て英語で実施する授業である。第二言語習得研究理論を概観し、第二言語習得における種々の学習者要因に関する研究を紹介、第
二言語習得における理論・研究のキーワードを説明する。母語習得と第二言語習得の習得順序、プロセスを検討し、母語習得と第二
言語習得の共通点と相違点を論じる。第二言語習得理論と研究成果の英語教育への応用を検討する。予習・復習については、第一回
目の授業時に詳細に説明する。TBLを導入し、Group projectを実施する。
ゲスト講師による特別講義あり。

全体内容

到達目標

1. 第二言語習得に関する基礎知識を習得する。
2. 特に母語習得と第二言語習得との共通点と相違点、学習者要因を理解する。
3. 第二言語習得に関する学習で得た知識を英語教育に関連付け、効果的な英語教育の実践を図るための基礎知識を習得する。
4. 第二言語習得のプロセスを理解し、母語と異なる習得ストラテジーの観点から英語教育の実践における基礎力を身に着ける。

授業の位置づけ

基盤科目（目的別英語科目）／教職課程科目

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における人間とその社会的、文化的な営みを包括的に理解するため、自然と人間、生命と健康、
人間と社会、世界と日本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活用する能力
DP② 自分とは異なる人間や文化を理解しようと心を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのできる能力
DP③ 母語そして外国語でのコミュニケーション能力を駆使し、多様な人々と繋がり、自らの考えを論理的に説明し、相互の関係を
築く能力
DP④ グローバル市民として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、文化を超えて活躍できる専門性（グローバル社会、異
文化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、人類が直面する問題を発見し、解決策を探る多面的かつ柔軟な
思考力と行動力
1. 授業は全て英語で実施される。質問は日本語も可とする。
2. 専門用語、概念は毎週復習し、次回授業時までに理解しておくこと。全て英語で専門用語を覚え、英語で説明できるようにする。
3. 積極的に授業に参加すること。
4. 履修者は20名以内とする。初回授業で履修抽選に関する説明を行いますので、履修希望者は必ず出席すること。
※招聘講師による授業を予定しています。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては受講者全員、オンライン形式での開講とする場合があります。

成績評価の方法
評価方法

Group project (Group paperを含む) 40%､期末試験 60%

評価基準

1. 授業で提示される研究データをグループで分析し、考察できる。さらに英語教育への応用ができる。第二言語習得に関係する研究
課題を決め、グループで実験を実施し、paperとしてまとめる。さらにパワーポイントスライドを使用し、プリゼンテーションが出
来る。(Group project)
2. 授業内容を理解し、第二言語習得の基礎知識を習得し、英語教育への応用ができる。（期末試験）

試験・課題等に対するフィードバック方法
授業内で返却し、説明を実施する。
テキスト
ことばの習得

鈴木孝明・白畑知彦

くろしお出版

978-4-87424-544-6

参考文献
『英語の音声習得における生成と知覚のメカニズム』須藤路子著（風間書房）
『第二言語習得』佐野富士子他編集（大修館書店）
The study of second language acquisition, Rod Ellis著 (Oxford University Press)
その他
連絡先・オフィスア
ワー

15: 10〜16: 10

第3教育棟

msudou@juntendo.ac.jp

担当教員の実務経験

第二言語としての英語習得を専門とし、特に音声教育が専門
英語発音矯正講習等実施し、実験研究・論文多数

備考

中・高教諭1種免許（英語）を取得するための必修科目
科目：教科に関する専門的事項（中学校及び高等学校 英語）
施行規則に定める科目区分又は事項等：教科に関する専門的事項

授業計画
授業
回

担当者

授業内容

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間
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須藤 路子

JUNTENDO PASSPORT 1
オリエンテーション
母語習得と第二言語習得、第二言語教育との関係、成績評価

原則、全て英語で実
施する。

須藤 路子

第二言語習得研究の歴史と理論-1
オーディオリンガル教授法, TPR(全身反応法)、対照分析仮説
(CAH)、エラー分析(EA)、コミュニカティブ・アプローチ
(CA)

原則、全て英語で実
施する。
ペアワーク・グルー
プワーク、グループ
ディスカッションを
実施する。

予習：テキストの第二言語習得研究の歴史と
理論の章を読んでくる。（60分）
復習：授業で学習した第二言語習得の歴史と
理論に関する専門用語と概念を理解し、覚え
る。（60分）

須藤 路子

第二言語習得研究の歴史と理論-2
ナチュラル・アプローチ、インプット仮説、アウトプット仮
説、自動化、フォーム・フォーカス指導法

原則、全て英語で実
施する。
ペアワーク・グルー
プワーク、グループ
ディスカッションを
実施する。

予習：テキストの第二言語習得における個人
差要因の章を読んでくる。(90分)
復習：授業で学習した第二言語習得の歴史と
理論に関する専門用語と概念を理解し、覚え
る。(90分)

須藤 路子

第二言語習得における個人差要因-1
年齢要因, 学習者タイプ、性格要因, 動機, 学習ストラテジ
ー、適性、記憶、性別、語彙流暢性テスト、カテゴリー流暢
性テスト、文字流暢性テスト

原則、全て英語で実
施する。
ペアワーク・グルー
プワーク、グループ
ディスカッションを
実施する。

予習：テキストの第二言語習得における個人
差要因の章を読んでくる。(90分)
復習：授業で学習した第二言語習得における
個人差要因に関する専門用語と概念を理解し
覚える。(90分)

須藤 路子

第二言語習得における個人差要因-2
年齢要因、 学習者タイプ、性格要因、 動機、学習ストラテ
ジー、適性、記憶、 性別、語彙流暢性テスト、カテゴリー流
暢性テスト、文字流暢性テスト

原則、全て英語で実
施する。
ペアワーク・グルー
プワーク、グループ
ディスカッションを
実施する。

予習：テキストの第二言語習得における年齢
要因としての臨界期仮説の章を読んでくる。
(90分)
復習：授業で学習した第二言語習得における
個人差要因に関する専門用語と概念を理解し
覚える。(90分)

須藤 路子

第二言語習得における年齢要因—臨界期仮説—
臨界期仮説と関連研究、 発音、学習開始年齢、学習開始年齢
と習得到達度、学習時間と習得到達度

原則、全て英語で実
施する。
ペアワーク・グルー
プワーク、グループ
ディスカッションを
実施する。

予習：テキストの第二言語習得における日本
人学習者の音声生成と年齢要因の章を読んで
くる。(90分)
復習：授業で学習した臨界期仮説関連の専門
用語と概念を理解し、覚える。(90分)

須藤 路子

第二言語習得における年齢要因—「第二言語習得における日
本人学習者の音声生成と年齢要因」
臨界期、 ストレス間区間（ISI）、母音持続時間短縮、持続
時間

原則、全て英語で実
施する。
ペアワーク・グルー
プワーク、グループ
ディスカッションを
実施する。

予習：テキストの第二言語習得における性要
因の章を読んでくる。(90分)
復習：授業で学習した第二言語習得における
日本人学習者の音声生成と年齢要因に関する
専門用語と概念を理解し、覚える。(90分)

須藤 路子

第二言語習得における性別要因—「第二言語習得における異
種能力関連システム」
運動能力、社会機能、言語能力、空間認知、ワーキングメモ
リー、TOEIC、読解速度計測テスト、語彙力テスト
中間試験

原則、全て英語で実
施する。
ペアワーク・グルー
プワーク、グループ
ディスカッションを
実施する。

予習：テキストの母語習得の章を読んでく
る。(90分)
復習：授業で学習した第二言語習得における
性別要因に関し、異種能力関連システムにお
ける専門用語と概念を理解し、覚える。(90
分)

母語習得
音声知覚と音声生成、習得順序, 発達順序、統語、文法的形
態素、 “wug” test、否定文

原則、全て英語で実
施する。
ペアワーク・グルー
プワーク、グループ
ディスカッションを
実施する。

予習：テキストの第二言語習得における音声
習得と英語教育に関する章を読んでくる。
(90分)
復習：母語習得に関する専門用語と概念を理
解し、覚える。

第二言語としての英語音声習得と英語教育
音声言語、リズム言語環境、教授法、stress-timed 言語、
mora-timed 言語

原則、全て英語で実
施する。
ペアワーク・グルー
プワーク、グループ
ディスカッションを
実施する。

予習：テキストの第二言語習得における動機
付けの章を読んでくる。(90分)
復習：授業で学習した第二言語習得としての
英語音声習得と英語教育に関する専門用語と
概念を理解し、覚える。(90分)

第二言語としての英語音声習得と英語教育
音声言語、リズム言語環境、教授法、stress-timed 言語、
mora-timed 言語

原則、全て英語で実
施する。
ペアワーク・グルー
プワーク、グループ
ディスカッションを
実施する。

予習：テキストの中間言語の章を読んでく
る。(90分)
復習：授業で学習した動機付けに関する専門
用語と概念を理解し覚える。(90分)

中間言語の特徴
言語転移、化石化、過剰一般化、

原則、全て英語で実
施する。

予習：テキストの英語習熟度と社会認知能
力・身体能力の関連に関する章を読んでく

須藤 路子

須藤 路子

11

須藤 路子

12

須藤 路子

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

予習：テキストの第二言語習得研究の歴史と
理論の章を読んでくる。(90分)
復習：授業で学習した第二言語習得の歴史と
理論に関する専門用語と概念を理解し覚え
る。(90分)
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JUNTENDO PASSPORT 1
潜在的知識、顕在的知識、コネクショニストモデル、競合モ
デル、処理可能性理論、中間言語語用論

13

14

15

ペアワーク・グルー
プワーク、グループ
ディスカッションを
実施する。

る。(90分)
復習：授業で学習した中間言語の特徴に関す
る専門用語と概念を理解し、覚える。(90分)

英語習熟度と社会認知能力・身体能力の相関関係
第二言語習熟度、社会認知能力、身体能力、読解速度、ワー
キングメモリー, TOEIC、 読解速度計測テスト、語彙力テス
ト

原則、全て英語で実
施する。
ペアワーク・グルー
プワーク、グループ
ディスカッションを
実施する。

予習：テキストの第二言語習得と脳科学の章
を読んでくる。(90分)
復習：授業で学習した英語習熟度と社会認知
能力・身体能力の相関関係に関する専門用語
と概念を理解し、覚える。(90分)

須藤 路子

第二言語習得と脳科学
身体能力、社会機能能力、 脳活性、ミラーシステム、心の理
論

原則、全て英語で実
施する。
ペアワーク・グルー
プワーク、グループ
ディスカッションを
実施する。

予習：テキストの第二言語習得と脳科学の章
を読んでくる。(90分)
復習：授業で学習した第二言語習得と脳科学
に関する専門用語と概念を理解し、覚える。
(90分)

須藤 路子

第二言語習得と脳科学
身体能力、社会機能能力、 脳活性、ミラーシステム、心の理
論

認知脳科学の専門研
究者による特別講義
である。

予習：配布資料の第二言語習得と脳科学の論
文を読んでくる。(90分)
復習：授業で学習した第二言語習得と脳科学
に関する専門用語と概念を理解し、覚える。
(90分)

須藤 路子

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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科目名

Global Issues and Perspectives I

授業形態

講義

英語科目名

Global Issues and Perspectives Ⅰ （Japanese Culture）

開講学期

2022年度後期

対象学年

3年

単位数

1単位

代表教員

大北 葉子

ナンバリング

2208

担当教員

大北 葉子

授業概要
全体内容
到達目標
授業の位置づけ

基盤科目（目的別英語科目）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連
履修上の注意、履修
要件
成績評価の方法
Class participation: 40%

評価方法

Reflection paper: 30% Term project :30%

評価基準
試験・課題等に対するフィードバック方法

テキスト
参考文献

その他
連絡先・オフィスア
ワー

Monday 13:00-14:00 or by appointment

担当教員の実務経験
備考
授業計画
授業
回

担当者

授業内容

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

(TBA)

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml
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※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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科目名

Global Issues and Perspectives II

授業形態

講義

英語科目名

Global Issues and Perspectives Ⅱ （Social Issues in Japan）

開講学期

2022年度前期

対象学年

3年

単位数

1単位

代表教員

野田 愛

ナンバリング

2209

担当教員

野田 愛、太田 有子

授業概要

全体内容

This course gives students an opportunity to develop a sociological approach through understanding key concepts in sociology
and critical analyses of social issues in contemporary Japan, such as aging population, poverty, mental health, economic and
gender inequality, and more. Students are expected to understand these issues from a global perspective and analyze causes
and consequences of these issues and discuss possible approaches and solutions.
本授業は、現代の日本社会における諸課題について、社会学の学問的なアプローチを通じて分析することを目的としている。グロー
バルな視点から日本社会の現状と課題を学ぶとともに、今後のあり方について考察する。

到達目標

1. Gain knowledge about social problems in Japanese society, their causes, and their consequences
2. Examine social issues using sociological concepts and theories
3. Learn about how people socially construct social problems through the media, general public, and policymakers.
4. Develop a global perspective through analyses of local issues in global context.

授業の位置づけ

基盤科目（目的別英語科目）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

The content and structure of this course will be modified in accordance with academic backgrounds and levels of understanding
of students enrolled in the course. Since this course will encourage students to actively participate in discussions, the number of
students to be enrolled will be limited. The course schedule and contents will be subject to change due to the COVID-19.
授業計画・内容については、履修学生・感染症の状況等により変更の可能性があります。履修学生は、課題・指定文献の精読ととも
に、授業のディスカッションへの積極的な参加が期待されています。

成績評価の方法
評価方法

Attendance and participation 40% Short Report 30 % Exam 30 %

評価基準

1. Students are able to understand social problems in Japanese society, their causes, and their consequences
2. Students are able to examine these social issues using sociological concepts and theories
3. Students are able to understand how people socially construct social problems through the media, general public, and
policymakers.
4. Students are able to develop a global perspective through analyses of local issues in global context.

試験・課題等に対するフィードバック方法
Use class profile function in J-pass.
テキスト
参考文献
Reading materials will be provided before/after each lecture.
その他
連絡先・オフィスア
ワー

Email to make an appointment.

担当教員の実務経験
備考
授業計画
授業
回

担当者

1:
Ariko Ota
2022/5/31

授業内容
Introduction

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

Lecture

Read the assignment after class

2:
Ariko Ota
2022/6/7

Social Stratification 1
Concepts & Theories in Sociology

Lecture

Read the assignment after class
Search an article related to the topic

3:
Ariko Ota
2022/6/14

Social Stratification 2
Analysis of Contemporary Japan

Lecture

Read the assignment after class
Search an article related to the topic

4:
Ariko Ota
2022/6/21

Demographic Dynamics 1
Depopulation & Mobility

Lecture

Read the assignment after class
Search an article related to the topic

Demographic Dynamics 2

Lecture & group

Lead the materials provided before the

5:

Ai Noda

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml
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Naohiro
Yonemoto
(Department
6:
of Public
2022/7/5
Health,
Faculty of
Medicine)

JUNTENDO PASSPORT 1
Aging population

Mental health

Kaori Honjo
(Osaka Medical
7:
and
Gender and Health
2022/7/12
Pharmaceutical
University)
8:
Ai Noda
2022/7/19

Summary & Exam

discussion

Lecture & group
discussion

Lecture & group
discussion

Lecture & Exam

lecture and review lecture notes after the
lecture.

Lead the materials provided before the
lecture and review lecture notes after the
lecture.

Lead the materials provided before the
lecture and review lecture notes after the
lecture.
Review lecture notes and prepare for
Exam.

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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科目名

Global Issues and Perspectives III

授業形態

講義

英語科目名

Global Issues and Perspectives Ⅲ （Health Issues in Japan）

開講学期

2022年度後期

対象学年

3年

単位数

1単位

代表教員

CHARVAT HADRIEN

ナンバリング

2210

担当教員

CHARVAT HADRIEN、野田 愛

授業概要
全体内容

The course invites the students to a discussion of some of the major health issues affecting Japan, and their relationships to the
environmental, cultural and demographic characteristics of the country.
All lectures are delivered in English.

到達目標

1. To acquire basic knowledge about major health issues in Japan, and how they relate to the country specificities.
2. To understand the bases of health monitoring in populations and be able to interpret common health indicators.
3. To understand through specific examples how health issues are identified and public health policies implemented.

授業の位置づけ

基盤科目（目的別英語科目）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連
履修上の注意、履修
要件

The content and structure of the class may be modified to adjust to the level of understanding among students. Furthermore, the
course schedule may largely change due to the COVID-19 situation.

成績評価の方法
評価方法

Attendance and participation 60%, Understanding of content 15%, Exam 25%

評価基準

1. Whether students have acquired basic knowledge about major health issues in Japan, and how they relate to the country
specificities.
2. Whether students have understood the bases of health monitoring in populations and be able to interpret common health
indicators.
3. Whether students have understood how health issues are identified and public health policies implemented.

試験・課題等に対するフィードバック方法
Use class profile function in J-pass.
テキスト
参考文献
Provide prior to each lecture.
その他
連絡先・オフィスア
ワー

Email to make an appointment.

担当教員の実務経験
備考
授業計画
授業
回

担当者

授業内容

授業方法 ※

1:
Hadrien
2022/10/18 Charvat

Introduction: overview of major health issues in Japan;
organization of the health system and policy
implementation

2:
Hadrien
2022/10/25 Charvat

How to measure health in populations: health indicators, Lecture &
national surveys and registries
discussion

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

Lecture &
discussion

予習・復習・レポート課題等と学習時間
【Preparation】: Students are expected to
read and think thoroughly the class
materials, and to search online
information that is relevant to their
interests in advance. Time: at least 90
minutes.
【Review】: Students are expected after
class to review class materials for at least
90 minutes.
【Preparation】: Students are expected to
read and think thoroughly the class
materials, and to search online
information that is relevant to their
interests in advance. Time: at least 90
minutes.
【Review】: Students are expected after
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class to review class materials for at least
90 minutes.

Kayo
Togawa
3:
(National
2022/11/1
Cancer
Center)

Natural hazards and environmental exposures

Hiroo Wada
(Department
4:
of Public
Communicable diseases: Tuberculosis
2022/11/8 Health,
Faculty of
Medicine)

Tomohiro
Matsuda
5:
(National
2022/11/15
Cancer
Center)

Hiroyasu Iso
(National
6:
Center for
2022/11/22 Global
Health and
Medicine)

Manami
Inoue
7:
(National
2022/11/29
Cancer
Center)

8:
Hadrien
2022/12/6 Charvat

Non-communicable diseases I: Cancer

Non-communicable diseases II: Cardiovascular diseases

Integrative approaches to disease prevention and
control (with a focus on cancer)

Exam

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

Lecture &
discussion

【Preparation】: Students are expected to
read and think thoroughly the class
materials, and to search online
information that is relevant to their
interests in advance. Time: at least 90
minutes.
【Review】: Students are expected after
class to review class materials for at least
90 minutes.

Lecture &
discussion

【Preparation】: Students are expected to
read and think thoroughly the class
materials, and to search online
information that is relevant to their
interests in advance. Time: at least 90
minutes.
【Review】: Students are expected after
class to review class materials for at least
90 minutes.

Lecture &
discussion

【Preparation】: Students are expected to
read and think thoroughly the class
materials, and to search online
information that is relevant to their
interests in advance. Time: at least 90
minutes.
【Review】: Students are expected after
class to review class materials for at least
90 minutes.

Lecture &
discussion

【Preparation】: Students are expected to
read and think thoroughly the class
materials, and to search online
information that is relevant to their
interests in advance. Time: at least 90
minutes.
【Review】: Students are expected after
class to review class materials for at least
90 minutes.

Lecture &
discussion

【Preparation】: Students are expected to
read and think thoroughly the class
materials, and to search online
information that is relevant to their
interests in advance. Time: at least 90
minutes.
【Review】: Students are expected after
class to review class materials for at least
90 minutes.
【Preparation】: Students are expected to
review the class materials, Time: at least 3
hours.
【Review】: Students are expected to
answer a few questions (with possibly,
interpretation of tables or graphics) to
verify that they have a basic grasp of the
main elements developed in the lectures.
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※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml
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科目名

Global Issues and Perspectives IV

授業形態

講義

英語科目名

Global Issues and Perspectives Ⅳ （Global Issues）

開講学期

2022年度後期

対象学年

3年

単位数

1単位

代表教員

WADDEN Paul

ナンバリング

2211

担当教員

WADDEN Paul

授業概要
全体内容

This 8-week Global Issues course in English has three parts: (1) a brief introduction to the 5 periods of globalization from the
prehistoric era to the present, (2) an examination of two key global issues at the current timeーfood and energyーand (3) a look
at remarkable possibilities for food and technology advancement in the near future.

到達目標

This course builds on the 2nd-year English course English for Global Perspectives (EGC) and goes more deeply into global
issues from a broader perspective. Through their study in this course students should continue to 1. Acquire a wide range of
knowledge related to international culture such as nature and human beings, life and health, human beings and society, world
and Japan, in order to comprehensively understand human beings and their social and cultural activities in the globalized
international society; further develop the 2. Ability to open up to understand people and cultures different from oneself, respect
diversity, and tolerate mutual interaction; through knowledge of issues affecting humans globally; further cultivate the 3. Ability
to connect with diverse people, explain one's thoughts logically, and build mutual relationships by making full use of
communication skills in native and foreign languages; and continue to take steps to develop in the future 4. Expertise to play an
active role across cultures (global society, cross-cultural communication, global health service area) in identifying and solving
the problems facing humankind.

授業の位置づけ

基盤科目（目的別英語科目）Basic subjects (English subjects by purpose)

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

This course builds on the 2nd-year English course English for Global Perspectives (EGC) and goes more deeply into global
issues from a broader perspective. Through their study in this course students should continue to 1. Acquire a wide range of
knowledge related to international culture such as nature and human beings, life and health, human beings and society, world
and Japan, in order to comprehensively understand human beings and their social and cultural activities in the globalized
international society; further develop the 2. Ability to open up to understand people and cultures different from oneself, respect
diversity, and tolerate mutual interaction; through knowledge of issues affecting humans globally; further cultivate the 3. Ability
to connect with diverse people, explain one's thoughts logically, and build mutual relationships by making full use of
communication skills in native and foreign languages; and continue to take steps to develop in the future 4. Expertise to play an
active role across cultures (global society, cross-cultural communication, global health service area) in identifying and solving
the problems facing humankind.
TOEFL-ITP 500 or above or TOEFL-iBT 60 or above, Eiken pre-1 or Eiken 1, or demonstration of similar English ability on other
tests or measures

成績評価の方法
評価方法

Weekly quizzes on reading materials (1/3rd), 2 brief reports and essays (1/3rd), class participation and attendance (1/3rd)

評価基準

Weekly quizzes (number of correct answers), brief reports and essays (quality of thought and writing), class participation and
attendance (degree enthusiasm and engagement)

試験・課題等に対するフィードバック方法
Weekly quizzes immediate feedback, brief reports and essays (professor's written feedback), class participation (professors spoken feedback)
テキスト
参考文献
Manfred B. Steger’s Globalization: A Very Short Introduction (Oxford 2020), Kristen Hite and John Seitz Global Issues an Introduction (Wiley 2021),
James Arbib & Tony Seba “Rethinking Humanity: Five Foundation Sector Disruptions, the Lifecycle of Civilizations, and the Coming Age of Freedom”
(RethinkX 2020)
その他
連絡先・オフィスア
ワー

Tuesday 4th period

担当教員の実務経験

The professor has worked as an international journalist and written articles on global issues, education, and culture appearing in
The Wall Street Journal, The Washington Post, The New York Times, The Japan Times, The Daily Yomiuri, The Korea Times, and
many other newspapers and magazines; published influential books on higher education in Japan; and been involved in
volunteer organization and NGOs such as Amnesty International and Human Rights Watch Japan

備考

The readings and lectures in this class will be in English. They will be challenging but also should be stimulating and help to
further improve English language skills while deepening knowledge of content.

授業計画
授業
回
1

担当者
Wadden

授業内容

授業方法 ※

Who are we and where are we at the current moment? Key Whole class
concepts from Global Studies and International Relations. A discussion. Lecture.

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

予習・復習・レポート課題等と学習時間
Preparation 90 min. Read syllabus and
consider course themes. Rev. 90 min.
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brief historical overview.

2

3

4

5

6

7

8

Small-group
discussion

Reading based upon Steger’s Globalization:
A Very Short Introduction

Wadden

Globalization 5 periods: The Prehistoric, The Premodern,
The Early Modern, The Modern, The Contemporary Period

Small class
discussion. Lecture.
Class discussion.
Quiz on reading.

Preparation 90 min. Reading based upon
Steger’s Globalization: A Very Short
Introduction. Rev. 90 min.

Wadden

Contemporary challenges in energy generation and
consumption

Small class
discussion. Lecture.
Class discussion.
Quiz on reading.

Preparation 90 min. Reading based upon
Hite and Seitz's Global Issues an
Introduction chapter "Energy." Rev. 90 min.

Contemporary problems and solutions in sustainable
energy generation, storage, and consumption

Small class
discussion. Lecture.
Class discussion.
Quiz on reading.

Preparation 90 min. Write brief report on
one contemporary energy issue related to
the reading. Reading based upon Hite and
Seitz's Global Issues an Introduction
chapter "Energy." Rev. 90 min

Wadden

Contemporary challenges in food production, distribution,
and demand

Small class
discussion. Lecture.
Class discussion.
Quiz on reading.

Preparation 90 min. Reading based upon
Hite and Seitz's Global Issues an
Introduction chapter "Food," written report
on some aspect of energy or food issues.
Rev 90 min.

Wadden

Contemporary problems and solutions in sustainable food
production, distribution, and demand

Small class
discussion. Lecture.
Class discussion.
Quiz on reading.

Reading based upon Hite and Seitz's Global
Issues an Introduction chapter "Food"

Small class
discussion. Lecture.
Class discussion.
Quiz on reading.

Preparation 90 min. Write brief report on
one contemporary food issue related to the
reading. Reading based on James Arbib &
Tony Seba “Rethinking Humanity: Five
Foundation Sector Disruptions, the
Lifecycle of Civilizations, and the Coming
Age of Freedom” (RethinkX 2020). Rev. 90
min.

Small class
discussion. Lecture.
Class discussion.
Final Exam (to be
decided)

Preparation 90 min. Reading based on
James Arbib & Tony Seba “Rethinking
Humanity: Five Foundation Sector
Disruptions, the Lifecycle of Civilizations,
and the Coming Age of Freedom” (RethinkX
2020), Brief essay on some aspect of
possible energy or food solutions in the
future. Rev. 90 min.

Wadden

Wadden

Wadden

Five sectors that will be seriously disrupted, the lifecycle of
civilizations, the coming age of freedom

What the future holds

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml
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※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml
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