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科  目  名（英文名） 単位数 年  次 期  間 担 当 者 

ブリッジイングリッシュa（2014～） 
(Bridge English a) 

ブリッジ・イングリッシュⅡ（～2013） 
(Bridge English Ⅱ) 

1 １年次 前期 神谷 健一(カミヤ ケンイチ) 

 
〔授業のねらい・概要〕 
    

この科目は「英語の仕組みと文法」を学ぶ科目で、英作文を中心とした学習を、毎回かなりの時間をかけながら繰り返し行っていきます。半期15回の授業を通じて英文法
の全体を学びますが、中学・高校とはちょっと違った角度から英語を眺めていきます。とりわけ高校まででは学ぶことのない「言語学」の知見に基づいて英文法の姿を再検討
していく作業は、中学・高校でのこれまでの学習で英語が嫌いになってしまった人にも、きっと楽しんでもらえることでしょう。よく分からなかった英語にも「補助線を引いてみ
る」（見方を変えてみる）といろいろな新しい発見があるはずです。そしてこのことこそまさに「大学で英語を学ぶ醍醐味」と言っても過言ではありません。 

毎回の授業では後半の半分程度の時間を使い、英語のみならず言語・文化・教育の全般に関する受講生の皆さんからの質問に答える時間に充てます。英語の歴史と現
状、英語の方言、単語の語源・関連語・文化的意味、外国語の用法・雑学、外国文化・外国事情、言語観・文化観・民族観・世界観、外来語・和製英語、外国語学習法、日
本人論・日本語論など、様々なテーマが登場します。そして毎回提示する中から皆さんが関心を持ったキーワードについて、その場で各自の携帯電話・スマートフォンを操
作して調べて報告してもらうという取り組みも行います。一見、英文法とは無関係に見えるかもしれませんが、こうした英語の周辺にある様々な事柄に関心を持つことは、広義
の「英語の仕組み」の本質的な理解には欠かせません。そして皆さんの知的好奇心の拡大にもきっと繋がっていくことでしょう。 
「ブリッジ・イングリッシュ」は「英語学習の橋渡し」のための科目ですが、必ずしも「高校と大学の橋渡し」を意味するわけではありません。この授業で扱うさまざまなテーマに

ついて教室外での学習も含めてきちんと取り組めば、言語や文化に対する興味・関心が一層深まることでしょう。このように考えるならば「大学と社会の橋渡し」にもなることは
間違いありません。なぜ英語を学ぶ必要があるのか、様々なテーマを通じて、ちょっと考えてみませんか。 
英語に対して苦手意識を感じている人の大部分は、英語の「学習」が苦手なのではなく、単に英語の「練習」が不足しているだけだと考えます。授業の前後では筆写を中
心とした練習を毎回かなり多めの分量で指示しますので、手が疲れることでしょう。しかしこういった基本がきちんと身に付いていないと、TOEICなどの資格試験でも十分に点
数が伸びませんし、総合的な英語力も伸びません。全ての英語学習の土台ともなる「練習」を通じた英語の基礎固めを、大学生活の早いうちにやっておくことを強く勧めま
す。 

 
〔授業計画〕        （授業のスケジュール）    
    

回 数 テ ー マ 授業の内容 ・ 教育方法 予習/復習 

第１回 
(1) オリエンテーション 
(2) Be動詞と一般動詞 

(1) シラバス内容に関する具体的・補足的な説明を
加えながら、この授業の到達目標・受講心得につい
て紹介します。 
(2) 当該テーマに関する簡単な英作文を行ったあと
で、言語学の知見など大学レベルのトピックも絡めな
がら、中学・高校とは異なる視点を提示します。 

予習：不要 
復習：Unit 0プリント（第2回の授業開始時に提出） 

第２回 
(1) 否定文／疑問文 
(2) 言語・文化・教育に関する質問
コーナーと調べ学習 

(1) 予め教科書に書き込んだ学習内容に基づき、言
語学の知見など大学レベルのトピックも絡めながら、
中学・高校とは異なる視点を提示します。 
(2) 受講生の皆さんからの質問に対して回答または
考えるためのヒントとキーワードを提示します。興味を
もったキーワードについてその場で調べ、出席カード
に簡単にまとめて下さい。 

予習：Unit 1-2 教科書への書き込み（第2回開始時に確認） 
復習：Unit 1-2 プリント（第3回の授業開始時に提出） 

第３回 
(1) 助動詞 
(2) 言語・文化・教育に関する質問
コーナーと調べ学習 

予習：Unit 3 教科書への書き込み（第3回開始時に確認） 
復習：Unit 3 プリント（第4回の授業開始時に提出） 

第４回 

(1) 第1文型・第2文型／第3文型・
第4文型 
(2) 言語・文化・教育に関する質問
コーナーと調べ学習 

予習：Unit 4-5 教科書への書き込み（第4回開始時に確認） 
復習：Unit 4-5 プリント（第5回の授業開始時に提出） 

第５回 
(1) 進行形／受動態 
(2) 言語・文化・教育に関する質問
コーナーと調べ学習 

予習：Unit 6-7 教科書への書き込み（第5回開始時に確認） 
復習：Unit 6-7 プリント（第6回の授業開始時に提出） 

第６回 
(1) 第5文型 
(2) 言語・文化・教育に関する質問
コーナーと調べ学習 

予習：Unit 8-9 教科書への書き込み（第6回開始時に確認） 
復習：Unit 8-9 プリント（第7回の授業開始時に提出） 

第７回 
(1) 完了形 
(2) 言語・文化・教育に関する質問
コーナーと調べ学習 

予習：Unit 10 教科書への書き込み（第7回開始時に確認） 
復習：Unit 10 プリント（第8回の授業開始時に提出） 

第８回 
(1) 動名詞／不定詞 
(2) 言語・文化・教育に関する質問
コーナーと調べ学習 

予習：Unit 11-13 教科書への書き込み（第8回開始時に確認） 
復習：Unit 11-13 プリント（第9回の授業開始時に提出） 

第９回 
(1) 分詞 
(2) 言語・文化・教育に関する質問
コーナーと調べ学習 

予習：Unit 14 教科書への書き込み（第9回開始時に確認） 
復習：Unit 14 プリント（第10回の授業開始時に提出） 

第10回 
(1) 名詞節と副詞節 
(2) 言語・文化・教育に関する質問
コーナーと調べ学習 

予習：Unit 15 教科書への書き込み（第10回開始時に確認） 
復習：Unit 15 プリント（第11回の授業開始時に提出） 

第11回 
(1) 分詞構文 
(2) 言語・文化・教育に関する質問
コーナーと調べ学習 

予習：Unit 16 教科書への書き込み（第11回開始時に確認） 
復習：Unit 16 プリント（第12回の授業開始時に提出） 

第12回 
(1) 関係代名詞 
(2) 言語・文化・教育に関する質問
コーナーと調べ学習 

予習：Unit 17 教科書への書き込み（第12回開始時に確認） 
復習：Unit 17 プリント（第13回の授業開始時に提出） 

第13回 
(1) 関係副詞 
(2) 言語・文化・教育に関する質問
コーナーと調べ学習 

予習：Unit 18 教科書への書き込み（第13回開始時に確認） 
復習：Unit 18 プリント（第14回の授業開始時に提出） 

第14回 
(1) 比較 
(2) 言語・文化・教育に関する質問
コーナーと調べ学習 

予習：Unit 19-20 教科書への書き込み（第14回開始時に確認） 
復習：Unit 19-20 プリント（第15回の授業開始時に提出） 

第15回 
(1) 仮定法 
(2) 言語・文化・教育に関する質問
コーナーと調べ学習 

予習：Unit 21 教科書への書き込み（第15回開始時に確認） 
復習：Unit 21 プリント（提出期限は別途指示する） 
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到達目標 
(1) 英語に慣れること。英語の「練習」と一生付き合っていけるための土台を作ること。 
(2) 言語の周辺にある様々なテーマに関心を持つこと。 

評価方法 

【概要】  
以下の基準で点数化し、合計106ポイントを100ポイント上限で打ち切ります。これをそのまま成績点とします。 
・予習ポイント（教科書への書き込み。事前に配布する正解を写すだけでも可。Reading範囲は不要。） 1ポイント×22 Unit 
・活動ポイント（出席カード両面への記入） 2ポイント×15回 
・復習ポイント（同一範囲に関するプリントでの提出。Reading範囲も評価対象。学習方法は自由。） 2ポイント×22 Unit 
・ミニレポートポイント（別途指示） 5ポイント×2回 
【補足】 
・第1回を除く毎回の授業開始時に教室内を巡回し、全員の予習チェックを行いながら「遅刻・予習チェックカード／出席カード」を配布します。毎回の予
習範囲は上記のとおりです。予習ポイントはUnit 1つにつき1ポイントとしますので、日によってポイント数は変動します。 
・予習していないと判断した者には「切り込みが入ったカード」を渡します。このカードを受け取った者は当日の予習ポイントはありません。 
・延着等の特別な事情がある場合を除き、教室内の巡回および全員の予習チェックが終わった時点以降の教室入室を遅刻とみなします。この場合も「切
り込みが入ったカード」を渡します。また、予習チェックは受けることができませんので、その日の予習ポイントはありません。加えて、復習プリントの提出も
期限以降となりますので、１枚１ポイントとなります。（遅刻・欠席は非常に不利な扱いとなりますので十分注意すること！） 
・毎回の授業では配布されたカードの両面を使い、①授業中に指示された内容への回答 ②言語・文化・教育に関する質問 ③授業中に自分で調べた
こと ④授業関連でもっと深く知りたいこと ⑤板書内容で役に立ったこと ⑥教科書からの抜き書き ⑦意見・その他 のいずれかについて、番号を添えて
記入して下さい。この記入内容は分量・内容を勘案の上、毎回の活動ポイントとして上限2ポイントにて評価します。 
・延着等の特別な事情がある場合を除き、授業開始後30分以上を経過してからの入室者にはこのカードは配布しませんので、当日の予習ポイント・活動
ポイントはありません。 

成績評価基準 

上記の評価方法が説明責任を果たしうる妥当な評価となるよう十分留意しながら運用していきますので、獲得したポイント数がそのまま成績となります。 
A: 100ポイント〜90ポイント 
B: 89ポイント〜80ポイント 
C: 79ポイント〜70ポイント 
D: 69ポイント〜60ポイント 
F: 上記以外 

 
〔教科書・参考書〕        
    

教材の別 書      名 著 者 名 出 版 社 名 

教科書 First Voyage From Grammar to Reading 大学基本英文法＆リーディング 
木村啓子／田川憲二郎／エドワー
ド・ハウ 

南雲堂 

 
〔受講心得〕    
    

・過去の同一科目の受講生から全て中身が書き込まれた教科書が回ってくるかもしれません。これをもって今学期の受講生が予習したことに代えたことが判明した場合、その
場でこの授業の受講資格を喪失したものとし、獲得ポイントは全て無効とした上で、以降の授業出席も一切認めません。また、このような行為によりせっかくの再学習の機会
を汚す学生諸君を「心から軽蔑」します。 
・この授業は教科書の各Unitを「一定のペースで」「2回ずつ実施する」ことが最大の特徴です。これでも不十分かも知れませんが、強い意志を持ち、少なくとも半年間で必ず
中学・高校レベルの英文法の全体像を（大学レベルの知見も含めて）マスターしてやるというつもりでこの授業に臨んで下さい。（上記「授業のねらい・概要」等に記載の通り、
中学・高校の英文法の再学習だけでは足りません。） 
・過去に神谷担当の同一内容科目を履修して単位取得できなかった人が同じ教科書を使うことは許可します。ただし強い意志と心機一転で新たにやり直したいという場合
は、再度教科書を購入することを強く勧めます。 
・この授業では「どれだけの分量の学習をしたか」の証拠によって成績評価します。この証拠が確認できない場合、単位取得できません。単位とは「取る・落とす」ものではな
く、学習成果を授業担当教員に見せつけて「奪い取る」ものだと考えましょう。 
・この授業用のノートは不要ですが、板書事項等をメモするためにルーズリーフ用紙等があると便利です。 
・辞書類は書籍版、電子辞書、携帯電話アプリ、ゲーム機用のソフトなど種類は問いませんので、毎回の授業でいつでも参照できるように準備しておいて下さい。 
・スマートフォンを授業中の調べ学習のために利用することを「強く推奨」します。 
・教科書やプリントの忘れ物、居眠り、私語、マナーに反する行為、授業時間中に求められる活動に積極的に参加しない場合は活動ポイントの減点対象となります。また、出
席カードに十分な記入がなされている場合でも状況により当日の活動ポイントを喪失する場合があります。 
・授業中に記入する出席カードの内容は学生番号・氏名を隠した形でプロジェクタにて教室内に投影される場合があります。これが不都合である場合はその旨、出席カード
に明記して下さい。ただしその場合には質問等への回答が得られない場合があります。 
・出席管理システムのデータは必要に応じて参照する程度ですが、教室に着いたらすぐに学生証をカードリーダーにかざすようにして下さい。 
・授業関連の情報などをポータルサイト宛に送信することがあります。携帯電話などに転送設定し、必ず受信できる状態にしておいて下さい。 

 
〔オフィスアワー〕    
    

・授業時間の前後に対応する他、火曜４限を担当する全科目共通のオフィスアワーにしています。（場所：１号館10階 神谷講師室） 
・授業で扱う内容以外の学習相談でまとまった時間が必要な場合は個別に調整した上で、可能な限り受け付けます。（月曜３・４限、水曜１・２限、木曜１・２限などで調整可能
ですが、必ず事前に連絡して下さい。） 
・連絡先は e-mail で kamiya ＠ ip.oit.ac.jp です。 


