
科目名 英語 A 
科目分類 

■基礎教育科目 □専門教育科目 

■卒業必修 □栄養士必修 □選択 

開講年次 ■１年 □２年  

英文表記 English A 開講期間 ■前期 □後期 □通年 □集中 

ふりがな おざき かな 授業形態・修得単位       演習・１単位  

担当教員名 尾崎 加奈 
実施方法 

■対面のみ  □遠隔のみ 

□対面・遠隔併用 

実務家教員担当科目  

授業のテーマ 健康と食を題材とする英文を読み、栄養学に関連する英語表現を理解し、使用できるようになる。 

授業概要 
栄養学に関連する英単語を習得し、他の授業で得た知識を背景に健康と食に関する英文を理解で

きるようになる。学習した単語や文法を使って自分の考えを英語で表現できるようになる。 

到達目標 

・健康と食を題材とする英文を理解し、既知の知識と関係づけることができる。 

・正しい発音を身につけ、英単語や英文を読むことができる。 

・健康と食について自分の考えを英語で表現し、他者とコミュニケーションをとることができる。 

授業時間外の 

学習 

毎回、授業の最初に行う英単語の小テストに備え、新出単語を学習をする。（２時間） 

各課の復習として英文の日本語訳を読み、内容の理解を深める。（1時間） 

履修条件 教科書を必ず購入してください。未購入のまま受講することはできません。 

授業計画  

第１回 テーマ： オリエンテーション / Introduction of yourself 

第2回 テーマ： Why do people love sweets? (reading, key sentences) / Explanation of food 

第３回 テーマ： Why do people love sweets? (questions, grammar) / Explanation of animals 

第４回 テーマ： Did you enjoy your school meals? (reading, key sentences) / Mind map 1（アイディアを出す） 

第５回 テーマ： Did you enjoy your school meals? (questions, grammar) / Mind map 2（アイディアを広げる） 

第６回 テーマ： Why do children dislike vegetables so much? (reading, key sentences) / Mind map 3（選択） 

第７回 テーマ： Why do children dislike vegetables so much? (questions, grammar) / Making of a recipe（献立） 

第８回 テーマ： Why is Japanese cuisine so popular? (reading, key sentences) / Making of a recipe（理由） 

第９回 テーマ： Why is Japanese cuisine so popular? (questions, grammar) / Peer-reviewing / Draft 1（日本文） 

第10回 テーマ： Do you know the power of fermentation? (reading, key sentences) / Draft 2（日本文の完成） 

第11回 テーマ： Do you know the power of fermentation? (questions, grammar) / Draft 3（英文） 

第12回 テーマ： What a long way frozen food has come! (reading, key sentences) / Draft 4（英文の完成） 

第13回 テーマ： What a long way frozen food has come! (questions, grammar) / Practice 

第14回 テーマ： Do you have a “dessert stomach”? (reading, key sentences) / Presentation  

第15回 テーマ： Do you have a “dessert stomach”? (questions, grammar) / Feedback 

第16回 定期試験 

テキスト 

教科書名：LIVING WELL, EATING WELL  

著者：J. Norman, H. Ishibashi, S. Akiyoshi,& F. Motoyama  

出版社：ASAHI PRESS 

参考文献・資料 

・『総合英語 Forest』石黒昭博、桐原書店（2013） 

・『総合英語 Evergreen』川崎 芳人 他、いいずな書店（2017） 

・NHK WORLD JAPAN https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ 

・BBC FOOD  https://www.bbc.co.uk/food/recipes 

https://www.bbc.co.uk/food/recipes


成績評価の方法 

出席回数が規定に満たなかった場合及び授業料その他納入金等の全額を納めていない場合は試験を受

けることができません。 

【小テスト（30％）、プレゼンテーション（30％）、定期試験（40％）】 

成績評価基準 秀(100～90点)、優(89～80点)、良(79～70点)、可(69～60点)、不可(59点以下) 

オフィスアワー 授業の前後で対応します。それ以外では、事前の予約があれば個別に対応します。 

受講生に 

望むこと・受講

のルール 

・授業開始の合図に遅れないように、着席してください。 

・教科書を持参し忘れた場合は、友人に借りて教科書の該当箇所をコピーするなど、授業に参加できるよ

うに各自で準備してください。教科書またはそのコピーを持たずに受講することはできません。 

・適宜資料を配布しますが、事前に連絡がなく欠席した学生には原則配布しませんので、友人同士でコピ

ーしてください。 

・ポータルサイト上で資料の配布や連絡をすることがあります。授業前までに必ず確認し、指示がある場

合にはプリントアウトをして持参してください。 

・定期試験とプレゼンテーションには必ず出席しましょう。 

・授業中に携帯電話を取り出すことがないように必ずかばんに収納してください。 

・授業中に飲食はできません。食べ物や飲み物はかばんに収納してください。 

・授業中にトイレを使用するのはやむを得ない場合に限ります。必ず事前に済ませておいてください。 

・授業中にトイレを使用する際は、教員に申し出た上で、携帯電話を教卓に預けてから離席してください。 

・学生同士で活動する時間があります。マナーを守って互いに協力して受講しましょう。 

・授業では発音練習、音読、ペア・グループでの意見交換などを行いますので、積極的に授業に参加して

ください。 

・英語について疑問が湧いたら、遠慮せずに質問しましょう。授業が一人ひとりにとって、良い学び合い

の場になることを期待しています。 

 

 


