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必修／選択 選択 Elective  

関連DP Diploma Policy: DP1, DP2, DP4   

授業の概要と 

到達目標 

This course is aimed for developing skills for students who wish to pursue a career in nursing  

and/or related fields. This course is designed for students who want to learn basic phrases in English as  

related to their daily activities at work. The course activities are divided into two major sections:  

1. Basic language skills that are taught using the textbook, “Speaking of Nursing”.  

2. Activities related to specific nursing tasks   

This course is not an English language class per se, but is designed to teach nursing students how to do 

specific tasks in English. As such, there is no specific English prerequisite to be enrolled in this course.  

All non-native speakers of English at any level are encouraged to enroll in this course.    

このクラスは、看護や医療分野の仕事をしたい学生を対象とします。 職場の日常で役立つ基本的

なフレーズを英語で学びます。クラスは 2つのセクションに分かれています。 

   1.教科書の基本表現 

   2.看護や医療現場に関連した課題への取り組み 

この授業では医療現場において英語で仕事をこなす方法を教授します。 このクラスに参加するた

めの英語の前提条件はありません。 英語を母国語としない人なら誰でもこのクラスを受講できま

す。 

授業の方法 
Students will learn through a combination of lectures, textbook work, co-operative learning, and 

activities. 学生は講義、教科書の仕事、グループ学習、そして課題を通して学びます。 

学習成果 

LO1 

Student will feel confident in brief, basic conversation in English using medical and health-care 

related expressions and terminology. 学生は、医療関連の英語表現を使用して、英語での基

本的な会話に自信を持つことができる。  

LO2 
Students will be able to articulate and respond to patient concerns and respond to patient's requests 

regarding care and comfort. 学生は患者の質問に英語で答えることができる。  

LO3 
Students will be able to conduct basic conversations in a hospital environment, in English. 学生

は病院環境において英語で基本的な会話をすることができる。  

LO4  

課題に対する 

フィードバック 

Feedback for problems: Students will have short homework assignments throughout the course and we 

will check the assignments together as a class, with correct answers and models being presented together. 

学生は短時間で取り組める宿題を行い、授業で受講者とチェックして間違いを訂正します。  

教科書／ 

参考図書 

Textbook and reference materials: Vincent, P. & Meadows, A. (2017). Speaking of Nursing. Nan’Un 

Do. Company Ltd. 

履修上の留意点

やルール等 

Rules: Using Google Translate, copying, or cheating is not allowed and may result in grade penalties, 

immediate failure in this course, and possibly ALL other courses. Disruptive behavior will not be 

tolerated. Cellphones, tablets, etc. shouldn’t be used during class (unless permitted by the instructor) and 

can result in a loss of participation point for the day.  

Google翻訳の使用、コピー、不正行為は許可されていません。 それは成績の減点、不認定にな

る可能性があります。 破壊的な行動は許可されていません。 携帯電話はクラスで使用しないでく

ださい（講師の許可がない限り）。その結果、出席点が失われる可能性があります 

担当教員の実務

経験 
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成績評価の方法と基準 

評価の領域 評価基準 
学習成果の割合 

LO1 LO2 LO3 LO4 

授業参加態度 

Participation and Attitude: Participation is based on use of English, classroom 

behavior, and attendance. 参加点は、英語の使用、参加態度、および出席

回数に基づいて評価されます。 

20 10   

レポート／作品 
Presentations: Small group presentations may be required. 小グループでの

プレゼンテーションが必要になる場合があります。  
  10  

発表 
Homework: Students are expected to submit their homework on time each 

week. 学生は時間通りに課題を提出する必要があります。  
10 10   

小テスト 
Quizzes: Short quizzes can be given at any time ass needed to evaluate the 

students’ skills on the topics. 小テストを評価の必要に応じて実施します。  
 5 15  

試験 
Final Exam: A final exam will be administered at the end of the term to 

measure understanding of course content. 期末試験が行われます。 
  20  

その他      

合 計 30 25 45  
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回数 授業計画 

１ 

授業内容 Course Guidance, discussion of syllabus and class requirementsガイダンス 

事前・事後学習 
Students ask questions and learn what is required この授業で求められている事を質疑応

答し認識する 

２ 
授業内容 Unit 1.1 Asking Basic Questions：第1課1: 基本的な質問をする  小テスト ➀ 

事前・事後学習 Dialogue and Grammar 1：対話と文法事項１ 

３ 
授業内容 Unit 1.2 Asking Basic Questions：第1課2：基本的な質問をする  小テスト ➁ 

事前・事後学習 Grammar exercise 2, Pair work, and Listening 文法問題2、ペアワーク、リスニング問題 

４ 
授業内容 Unit 2.1 A Patient’s First Visit 第2課1：患者の初診 

事前・事後学習 Dialogue and Grammar 1対話と文法事項１ 

５ 
授業内容 Unit 2.2 A Patient’s First Visit 第2課2：患者の初診 

事前・事後学習 Practice 3, 5, and Pair work 練習問題3．5、ペアワーク 

６ 
授業内容 Unit 3.1 Where’s Internal Medicine? 第3課1:内科はどこですか？ 小テスト ③ 

事前・事後学習 Directions Practice Worksheet. Dialogue, Grammar 1 道案内の練習問題、対話、文法1 

７ 

授業内容 Unit 3.2 Where’s Internal Medicine? 第3課2: 内科はどこですか？ 

事前・事後学習 
Medical Departments, Directions with maps, Imperative Verbs：診療部門、地図に関連した

道案内表現、命令文 

８ 
授業内容 Units 1-3 Review ：第１課から 3課の復習 

事前・事後学習 Board game on page 28 – Speaking practice：28ページのゲーム、会話練習 

９ 
授業内容 Unit 4.1 Admission to the Hospital ：第4課1：入院 

事前・事後学習 Vocabulary for illness：病気に関わる表現 

１０ 
授業内容 Unit 4.2 Admission to the Hospital：第4課2：入院 

事前・事後学習 Dialogue and Grammar 1：対話と文法1 

11 
授業内容 Unit 4.3 Admission to the Hospital：第4課3：入院            小テスト ④ 

事前・事後学習 Grammar and Vocabulary practice：文法問題と単熟語の練習 

１２ 
授業内容 Unit 6.1 Symptoms：第6課1：症状 

事前・事後学習 Dialogue and Grammar practice：対話と文法練習 

１３ 
授業内容 Unit 6.2 Symptoms：第6課2：症状                    小テスト ⑤ 

事前・事後学習 Karata and Go Fish games：ゲーム：Karata、Go Fish 

１４ 
授業内容 Units 1-4 and 6第1課～4課、6課       プレゼンテーションAグループ 

事前・事後学習 Review 復習 

１５ 
授業内容 Units 1-4 and 6 第1課～4課、6課       プレゼンテーションBグループ        

事前・事後学習 Final Exam 期末試験の準備 

 


