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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b（2014～） 
(Bridge English b) 

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

1 １年次 後期 神谷 健一(カミヤ ケンイチ) 

 
〔授業のねらい・概要〕 
    

この科目は「英語の音とリズム」を学ぶ科目で、さまざまな発音練習・音読練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。最初は r と l の発音の違いや音の強弱など基本的なことから
始めていきますが、高校まででは学ぶことのない「言語学」の知見に基づき、日本語と英語の発音の違いについて少しずつ検討していくことで練習の幅を広げていきます。 

ひとたび言語学に目を向けると、私たちが普段何も意識せずにしゃべっている日本語の音声にも不思議なところがいろいろ見えてくるものです。具体例を少し挙げましょう。Chicago の最初の音と「シ
カゴ」の最初の音は全く違う音です。標準日本語と英語では違う音になるのに、大阪弁と英語には共通するという音声特徴があります。「はひふへほ」のうち「は・へ・ほ」と「ひ」と「ふ」の子音は異なります。
日本語の「ん」には7種類の音があります。英語のwaterが「ワラー」に聞こえるのは言語学的な法則があるからです。このような英語・日本語の「音声の周辺」にある様々な事柄を知ることは、皆さんの知的
好奇心の拡大にもきっと繋がることでしょう。 

「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、英語圏の国でも十分通用する「英語らしい発音」が必ず身につきます。カラオケでは洋楽を「英語らしい発音」で歌えるようになります。さらに、正しく発音することはすなわち英語
の音に対して敏感になることを意味しますので、TOEICのリスニングパートを効率よく学習するためにも非常に有効です。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。 

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。最初は上手にできなくても構いません。でも恥ずかしが
らずに積極的に取り組んで下さい。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) 配布プリントに基づく発音練習 

(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) r/lの発音を中心に練習します。 

予習：不要 
復習：プリントにて練習した項目を繰り返し練習す
ること。 

第２回 
(1) 配布プリントに基づく発音練習 
(2) 教科書Chapter 1 の本文を利用した音
読練習と問題演習 

(1) thの発音を中心に練習します。 
(2) ここまでの授業で扱った発音ルールを当てはめた英文音読を繰り返し練習しま
す。また、教科書の単語問題および穴埋めディクテーション問題を行います。 

予習：教科書付属CDでChapter 1の本文音源を
最低20回以上、下記の受講心得の【授業外学習
の方法】に記載の方法で聴いてくること。 
復習：プリントおよび教科書で練習した項目につ
いて繰り返し練習すること。 

第３回 
(1) 配布プリントに基づく発音練習 
(2) 教科書Chapter 2 の本文を利用した音
読練習と問題演習 

(1) f/vの発音を中心に練習します。配布資料(1)のまとめを行います。 
(2) ここまでの授業で扱った発音ルールを当てはめた英文音読を繰り返し練習しま
す。また、教科書の単語問題および穴埋めディクテーション問題を行います。 

予習：教科書付属CDでChapter 2の本文音源を
最低20回以上、下記の受講心得の【授業外学習
の方法】に記載の方法で聴いてくること。 
復習：プリントおよび教科書で練習した項目につ
いて繰り返し練習すること。 

第４回 
(1) 配布プリントに基づく発音練習 
(2) 教科書Chapter 3 の本文を利用した音
読練習と問題演習 

(1) 日本語の発音上の不思議な点を紹介し、英語の発音を比較しながら練習を行い
ます。 
(2) ここまでの授業で扱った発音ルールを当てはめた英文音読を繰り返し練習しま
す。また、教科書の単語問題および穴埋めディクテーション問題を行います。 

予習：教科書付属CDでChapter 3の本文音源を
最低20回以上、下記の受講心得の【授業外学習
の方法】に記載の方法で聴いてくること。 
復習：プリントおよび教科書で練習した項目につ
いて繰り返し練習すること。 

第５回 

(1) 第1回 小テスト 
(2) 配布プリントに基づく発音練習 
(3) 教科書Chapter 4 の本文を利用した音
読練習と問題演習 

(1) 教科書Chapter 1〜3の演習問題を範囲とする小テストを行います。 
(2) 英単語の最初の子音の発音の仕方に注目した練習を行います。 
(3) ここまでの授業で扱った発音ルールを当てはめた英文音読を繰り返し練習しま
す。また、教科書の単語問題および穴埋めディクテーション問題を行います。 

予習：教科書付属CDでChapter 4の本文音源を
最低20回以上、下記の受講心得の【授業外学習
の方法】に記載の方法で聴いてくること。 
復習：プリントおよび教科書で練習した項目につ
いて繰り返し練習すること。 

第６回 
(1) 配布プリントに基づく発音練習 
(2) 教科書Chapter 5 の本文を利用した音
読練習と問題演習 

(1) 日本語の発音上の不思議な点を紹介し、英語の発音を比較しながら練習を行い
ます。 
(2) ここまでの授業で扱った発音ルールを当てはめた英文音読を繰り返し練習しま
す。また、教科書の単語問題および穴埋めディクテーション問題を行います。 

予習：教科書付属CDでChapter 5の本文音源を
最低20回以上、下記の受講心得の【授業外学習
の方法】に記載の方法で聴いてくること。 
復習：プリントおよび教科書で練習した項目につ
いて繰り返し練習すること。 

第７回 
(1) 配布プリントに基づく発音練習 
(2) 第1回 個別音読テスト 

(1) 日本語の「ん」について、英語での発音と比較しながら練習を行います。 
(2) 教科書Chapter 1〜5の本文を範囲とする個別音読テストを行います。 

予習：教科書付属CDでChapter 1-5のいずれか
の本文音源を最低20回以上、下記の受講心得の
【授業外学習の方法】に記載の方法で聴いてくる
こと。 
復習：プリントおよび教科書で練習した項目につ
いて繰り返し練習すること。 

第８回 
(1) 配布プリントに基づく発音練習 
(2) 第1回 個別音読テスト（つづき） 

(1) 音節の数え方について検討します。また、英語の発音を忠実にカタカナ表記した
プリントに基づく練習を行います。 
(2) 教科書Chapter 1〜5の本文を範囲とする個別音読テストを行います。 

第９回 
(1) 配布プリントに基づく発音練習 
(2) 教科書Chapter 6 の本文を利用した音
読練習と問題演習 

(1) 音節の数え方について検討します。また、英語の発音を忠実にカタカナ表記した
プリントに基づく練習を行います。 
(2) ここまでの授業で扱った発音ルールを当てはめた英文音読を繰り返し練習しま
す。また、教科書の単語問題および穴埋めディクテーション問題を行います。 

予習：教科書付属CDでChapter 6の本文音源を
最低20回以上、下記の受講心得の【授業外学習
の方法】に記載の方法で聴いてくること。 
復習：プリントおよび教科書で練習した項目につ
いて繰り返し練習すること。 

第10回 

(1) 第2回 小テスト 
(2) 配布プリントに基づく発音練習 
(3) 教科書Chapter 7の本文を利用した音読
練習と問題演習 

(1) 教科書Chapter 4〜6の演習問題を範囲とする小テストを行います。 
(2) 英語の発音を忠実にカタカナ表記したプリントに基づく練習を行います。 
(3) ここまでの授業で扱った発音ルールを当てはめた英文音読を繰り返し練習しま
す。また、教科書の単語問題および穴埋めディクテーション問題を行います。 

予習：教科書付属CDでChapter 7の本文音源を
最低20回以上、下記の受講心得の【授業外学習
の方法】に記載の方法で聴いてくること。 
復習：プリントおよび教科書で練習した項目につ
いて繰り返し練習すること。 

第11回 
(1) 配布プリントに基づく発音練習 
(2) 教科書Chapter 8 の本文を利用した音
読練習と問題演習 

(1) 英語の発音を忠実にカタカナ表記したプリントに基づく練習を行います。 
(2) ここまでの授業で扱った発音ルールを当てはめた英文音読を繰り返し練習しま
す。また、教科書の単語問題および穴埋めディクテーション問題を行います。 

予習：教科書付属CDでChapter 8の本文音源を
最低20回以上、下記の受講心得の【授業外学習
の方法】に記載の方法で聴いてくること。 
復習：プリントおよび教科書で練習した項目につ
いて繰り返し練習すること。 

第12回 
(1) 配布プリントに基づく発音練習 
(2) 教科書Chapter 9 の本文を利用した音
読練習と問題演習 

予習：教科書付属CDでChapter 9の本文音源を
最低20回以上、下記の受講心得の【授業外学習
の方法】に記載の方法で聴いてくること。 
復習：プリントおよび教科書で練習した項目につ
いて繰り返し練習すること。 

第13回 
(1) 配布プリントに基づく発音練習 
(2) 教科書Chapter 10 の本文を利用した音
読練習と問題演習 

予習：教科書付属CDでChapter 10の本文音源を
最低20回以上、下記の受講心得の【授業外学習
の方法】に記載の方法で聴いてくること。 
復習：プリントおよび教科書で練習した項目につ
いて繰り返し練習すること。 

第14回 
(1) 配布プリントに基づく発音練習 
(2) 第2回 個別音読テスト 

(1) 英語の発音を忠実にカタカナ表記したプリントに基づく練習を行います。 
(2) 教科書Chapter 6〜10の本文を範囲とする個別音読テストを行います。 

予習：教科書付属CDでChapter 6-10の全ての本
文音源を最低20回以上、下記の受講心得の【授
業外学習の方法】に記載の方法で聴いてくるこ
と。 
復習：プリントおよび教科書で練習した項目につ
いて繰り返し練習すること。 

第15回 
(1) 第3回 小テスト 
(2) 配布プリントに基づく発音練習 
(3) 第2回 個別音読テスト（つづき） 

(1) 教科書Chapter 7〜10の演習問題を範囲とする小テストを行います。 
(2) ここまでの授業で扱った発音ルールを当てはめた英文音読を繰り返し練習しま
す。また、教科書の単語問題および穴埋めディクテーション問題を行います。 
(3) 教科書Chapter 6〜10の本文を範囲とする個別音読テストを行います。 
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到達目標 
(1) 英語の発音に慣れること。 
(2) 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。 

評価方法 

・この授業では出席カードの代替手段として、授業開始時に受け取り、授業終了時に提出する「大福帳」カードを毎週利用します。これは授業担当者と皆さんとの間でのコミュニケ
ーションの一助として利用します。この書き込みの内容を前半7回分で21点満点、後半8回分で24点満点でそれぞれ評価し、点数化します。（これは必ずしも授業1回につき3点で
評価されるという意味ではありません。） 
・小テスト 10点満点×3回 
・個別音読テスト（受験方法は別途指示します） 第1回は10点満点、第2回は15点満点 
以上の３つの観点による点数の合計がそのまま成績点となります。 

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、獲得した点数がそのまま成績となります。 
A: 100点〜90点 
B: 89点〜80点 
C: 79点〜70点 
D: 69点〜60点 
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 READ ALOUD 音読で学ぶ大学総合英語 榊原咸征・榊原益子 マクミラン・ランゲージハウス 

 
〔受講心得〕    
    
【授業外学習の方法】 
・この授業ではこれまで皆さんがおろそかにすることが多かった「英語の音とリズム」に関する学習を半期15回で集中的に行うことを目的としています。授業回数が限られていますので、最大限の学習効
果を得るためには授業以外での練習が欠かせません。 
・教科書の本文はフレーズ対訳を添えたプリントを事前に配布します。このプリントを活用しながら、以下のうち任意の内容を週5回以上、学習して下さい。また、毎週の授業で扱うChapter（前後のChapter
も含めて良い）の教科書CDに収録された音声を１週間につき20回（実質50〜60分程度）以上を聞くことを必須要件とします。 
1. 単語の意味の英・日対応を確認しながらプリントを通読し、本文の意味を直読直解によって把握する。 
2. プリントを開いたまま、見ながら教科書CDを聴く。 
3. プリントを折りたたみ、英文だけを見ながら教科書CDを聴く。（音読できない箇所の確認） 
4. プリントの日本語だけ見ながら教科書CDを聴く。 
5. 何も見ないで教科書CDを聞く。 
6. プリントの日本語の中から、身につけたい・使ってみたい英語表現を探し、筆写・口頭で練習する。 
7. 発音プリントと同様のカタカナ表記をフレーズ対訳プリントに書き込む 
8. 教科書だけを見て、意味を確認しながら英文を音読する。 
【音読テストについて】 
・第1回・第2回とも、全員が1人ずつ授業担当者と対面で、教科書を見ながら第2段落の終わりまでを音読してもらいます。評価項目・基準は事前に公表します。大人数が受験することから、混雑を避ける
ため受験日時が指定されることがあります。 
・第1回はChapter 1〜5の中から、好きなChapterを選んで下さい。第2回はChapter 6〜10の中から、くじ引きによってChapterが決まります。 
【その他】 
・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。 
・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、大福帳に十分な記入がなされ
ている場合でも、状況により当日の記入分が無効扱いとなる場合もあります。 
・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。 
・この授業では「どれだけの分量の練習をしたか」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、練習の成果を授業担当教
員に見せつけて「奪い取る」ものだと考えましょう。 

 
〔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。 


