
HOSEI UNIVERSITY 

ERP 英語強化プログラム 受講募集要項 
春休みに実力をつける！ 

５週間の英語短期集中コース 

 

 

期間：2013 年 2 月 12 日（火）～3 月 18 日（月）・・５週間 

曜日：上記期間の月曜日、火曜日、木曜日、金曜日 

時間：午前 10:00－午後 3:45 

教室：市ヶ谷キャンパス ボアソナードタワー７階教室 

受講料：無料 （教材含む） 

 

授業時間割 例 （レベル別クラスにより各科目の時間が変わることがあります） 

  10:00-11:00 11:15-12:15 12:15-12:35 12:35-13:30 13:30-14:30 14:45-15:45 

Mon 
Oral 

Presentation 
Conversation 

Consultation 

(Optional) 
Lunch Break English Lounge 

Paragraph 

Writing 

Tue 
TOEFL® 

Preparation 

Paragraph 

Reading 

Consultation 

(Optional) 
Lunch Break English Lounge Media English 

Thu 
Oral 

Presentation 
Conversation 

Consultation 

(Optional) 
Lunch Break English Lounge 

Paragraph 

Writing 

Fri 
TOEFL® 

Preparation 

Paragraph 

Reading 

Consultation 

(Optional) 
Lunch Break English Lounge Media English 

 

受講対象者：学部生および大学院生のうち希望者  

履修レベル：CE1 クラス=TOEFL ITP® 45０以上 または TOEFL iBT® 45 以上 相当 

CE2 クラス=TOEFL ITP® 490 以上 または TOEFL iBT® 57 以上 相当 

受講申し込み方法 

申し込み期間：2012 年 11 月 26 日（月）～12 月 21 日（金） 

方法：メール hosei@elec.or.jp  宛に下記の項目を記載し申し込み送付してください。 

   申し込み人数が多く定員を上回った場合は抽選を行い、受講可否連絡を 1 月 11 日（金）

までに行います。 ＊個人情報は本講座運営のために使用し、適切に管理します。＊ 

   ・タイトル「ERP トライアル申込」 

   ・名前（漢字とローマ字）・学籍番号・所属・学年・法政アドレス 

   ・TOEIC®、TOEFL®等、英語試験の点数、および取得年・緊急連絡先（本人・保証人） 

 （学内試験のスコアを無くされた場合は、学部事務に問い合わせを行うことがあります。） 

英語力の総合的な
底上げ 

•会話 ・試験対策 

•プレゼンテーション 

•ライティング 

•リーディング 

•メディア英語 

留学準備・留学後
のフォローアップ 

•アカデミックな英
語、実用的な英語、
日常会話など、さま
ざまな用途、場面に
使える英語を指導 

外国人講師 

•メディア英語以外の科
目はすべて外国人講師
による英語だけの授業 

•1週間16時間、全80
時間 

English Reinforcement Program 

mailto:hosei@elec.or.jp


 
 
＊原則としてコース内の全科目を受講すること。 

科目名         概要 および 講座終了後に得られる能力（目標） 

Media English 

日本人＆外国人 

講師担当 

 「英語による情報収集→分析→報告・発表（プレゼン）」というタスクのプ

ロセスを、広く一般に入手できる英字新聞やインターネット等のメディア英

語を素材に本授業で実体験。 

 講師としてジャパンタイムズ社の現役または OB 記者も指導に加わります 

 ケーススタディーには「震災報道」や「日本と中国」など 
 

英語による講義とディベート、メディア情報分析 

 

Oral Presentation 

Skills 
 

外国人講師担当 

 Able to structure, write and make short presentations 
 To use pitch variety to make a speech (stressing words and using 

intonation) to get points across with impact 
 

自信を持って短いスピーチができる 

構成・発音も含め英語らしい話し方の練習をします 

 

Conversational 

Skills 

外国人講師担当 

 How to maintain conversation by showing interest, concurring, asking tag 
questions and follow-up questions 

 To disagree and agree politely without ending the conversation 

 To participate in conversations about unfamiliar or difficult topics 
 

難しいと感じるような場面の会話の続け方 

 

Paragraph Writing 
 

外国人講師担当 

 Learn how to write cohesive paragraphs 
 Gain the ability to make appropriate complex sentences 
 Understand how to proofread and edit writing 

 

日本語の作文とは違う、英語でのレポートの書き方 

 

Paragraph Reading 
 

外国人講師担当 

 Gain the ability to skim/scan short passages 
 Learn how to deal with vocabulary problems 

 Learn how to summarize written material 
 

洋書や英文を速く正確に読み、自分の言葉で伝える 

 

TOEFL® 

Preparation 
 

外国人講師担当 

 TOEFL iBTの問題演習を行い、自己の弱点、学習ポイントを理解し、

自己学習ができるようにする。 

CE1 レベルは TOEFL iBT®60 点、CE2 レベルは 70 点を目標 

 

English Lounge 
 

外国人講師担当 

映画やドラマ、インタビューなどのビデオを使い、楽しく！ネイティ

ブ同士の日常会話を学びます。 

 
Consultation：希望者には授業日の 12:15-12:35 に講師が英語の学習に関する相談を受けます。 

（学習相談） 日本語での相談等は E メール hosei@elec.or.jp で受付けます。 

 

クラス分け：申し込み時の TOEIC®等のスコアにより、英語能力別にクラス分け 

1 クラスの人数：10 名程度 

受講条件：週 4 日間の全てに出席すること。特定の曜日や科目だけの受講はできません。 

 

本プログラム申込・問い合わせ：hosei@elec.or.jp  ERP プログラム係 

本事業の主催： 法政大学グローバル人材開発センター global@hosei.ac.jp 

mailto:hosei@elec.or.jp
mailto:global@hosei.ac.jp

