平成３０年１０月更新
駒澤大学 英語ⅡＡa 金曜日 5 時間目 国２年生 半期

１単位

Andrew E. Bennett English Listening and Speaking Patterns 3 南雲堂

2,160 円、

ISBN:978-4-523-17844-6 後期の英語 IIAb でも使用するため、年間を通して１冊購入すれ
ばよい。
補助教材 ホームページの「英語補助教材」よりダウンロードしてください。なお、パスコードは授
業中にお知らせいたします。
※テストに関する情報はこのＨＰ以外にも YeStudy でもお知らせ致しますので、特に、テスト前に
このＨＰに記載があってもなくても、YeStudy も確認下さい。YeStudy は担当者がその都度更新で
きるため、最新の情報を掲載できます。
後期の３回の Reading 試験
第１回目 10 月 5 日
第２回目 11 月 9 日
第 3 回目

11 月 23 日

※欠席した場合には次週に行いますが、自己申告制としますので、授業の始まる前に申し出てください。事前に
メ ー ル で 申 告 し て も か ま い ま せ ん 。 ア ド レ ス は

ssk2000takashi@yahoo.co.jp

と

ssk2000@komazawa-u.ac.jp の両方に送信してください。

後期の２回の課題について
課題１ テーマ：私の将来
提出期限 ２０１８年１０月１９日（金）まで
提出方法

授業終了時に手渡し。メールによる提出は添付ファイルとすること

(ssk2000takashi@yahoo.co.jp と ssk2000@komazawa-u.ac.jp の両方へ CC で送信下さい。
受信が確認できた場合には 3 日以内に受信を確認したリターンメールをしますので、リターン
が無い場合には再度、送信下さい。使用しているサーバーにより稀に受信できていない場合
があります。送信と同時に受信確認メールに気を配って下さい。）
提出用紙 Ａ４サイズを縦にして使用（補助教材の大きさ） １枚（表紙不要）／２枚にならないよう
にする。
書

式

英文のため横書き

（科目名称、曜日時間帯、学籍番号、氏名を上部に記載 日本語でよい）

ＰＣ等による活字プリントアウトしたもの、あるいはハンドライティング 印字は原則、黒。
場合により写真や絵を挿入してもよい。その場合には英文の文字数が極端に少なく
ならないようにして下さい。
活字の場合には 10.5 ポイント又は 12 ポイントを使用し、最低 20 行を目安。なお、ハンド
ライティングの場合にはあまり大きな字とせず、最低 25 行を目安。文字数は多い方
を高く評価する。（鉛筆不可）
タイトルは自分で考えて下さい。
事例１：My Future
事例２：My Profession after graduating from Komazawa University
以下の内容を必ず含むこと。
① 卒業後の自分の将来、あるいは職業について（架空のものでもよい）
② 自分自身のこだわりや理由について盛り込むこと
③ 英文の文章をコピペしないこと。参考にするのはよい。
④ 文章だけでなく、写真等を使用してもよい。あまり大きくすると、文章が少なくな
るので、工夫して下さい。
課題２ テーマ：私の好きな芸術作品研究
提出期限 ２０１８年１１月３０日（金）まで
提出方法

授業終了時に手渡し。メールによる提出は添付ファイルとすること

(ssk2000takashi@yahoo.co.jp と ssk2000@komazawa-u.ac.jp の両方へ CC で送信下さい。
受信が確認できた場合には 3 日以内に受信を確認したリターンメールをしますので、リターン
が無い場合には再度、送信下さい。使用しているサーバーにより稀に受信できていない場合
があります。送信と同時に受信確認メールに気を配って下さい。）
提出用紙 Ａ４サイズを縦にして使用（補助教材の大きさ） １枚（表紙不要）／２枚にならないよう
にする。
書

式

英文のため横書き

（科目名称、曜日時間帯、学籍番号、氏名を上部に記載 日本語でよい）
ＰＣ等による活字プリントアウトしたもの、あるいはハンドライティング 印字は原則、黒。
場合により写真や絵を挿入してもよい。その場合には英文の文字数が極端に少なく
ならないようにして下さい。
活字の場合には 10.5 ポイント又は 12 ポイントを使用し、最低 20 行を目安。なお、ハンド
ライティングの場合にはあまり大きな字とせず、最低 25 行を目安。文字数は多い方
を高く評価する。
タイトルは自分で考えて下さい。
事例１：The Tale of Genji I recommend
事例２：My Hero Academia I recommend

以下の内容を必ず含むこと。
① 芸術作品であるので、文学、映画、アニメ、マンガ、絵画、音楽等を含む。
② 自分自身のこだわりや理由について盛り込むこと
③ 英文の文章をコピペしないこと。参考にするのはよい。
④ 文章だけでなく、写真等を使用してもよい。あまり大きくすると、文章が少なくなるので、
工夫して下さい。

○遅延提出は評価が下がります。提出がない場合には評価なしで全体の評価の一部に組み入
れらます。レポ―トの評価Ｆと未提出とでは意味が異なります。
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P1 Warm-up

competition

競争

firm

会社、企業

labor

労働、労働力

lay off

一時解雇する

operations

事業

outsourcing

アウトソーシング、外部委託

pofit

利益、利潤を得る

risk

リスク、危険（にさらす）

stress

ストレス／緊張を課す

train

Unit 6

訓練する

Vocabulary Warm-up

1 profit
2 train
3 operations
4 firm
5 stress
１ T シャツをつくるのに費用がほとんどかからないので、服飾企業はそれぞれ 1 枚売る
ごとに大きな利益になる。
２ あなたを訓練するのが私の仕事だ。まず我々が責任を負う最初の地域は職場の安全だ。

３ ほとんど従業員（店員）のいない店舗は事業支出が低くなる。
４ IBM は長年、一流の技術（系）企業である。
５ 運動と十分な睡眠をとることはあなたのストレスレベルを下げるための２つの方法で
す。
Listening Patterns
A: Dictation
Matt shame
Aya

what happened, overseas

Matt laid off
PartⅡ Listening Patterns A. Dictation 訳文
HP 公開分
アヤ： あなたが仕事を失ったのは残念ね。
マット：残念だけれど、どうしようもないだろう？僕はそこで働くのが本当に気に入って
いたんだ。すばらしい人たちが集まっていたし。
アヤ： じゃあ、何があったの？
マット：会社が一部の事業を海外に移そうとしているんだ。僕たちのうちおよそ 50 人が
解雇されたんだ。
アヤ： 最近、そうしたことがいくつも起きているそうね。
PartⅡ Listening Patterns B.Comprehension Check

英文

Matt: In my case, the company sent a few people to India last year. They trained some
staff, and then those people wound up replacing us. Apparently, the firm is saving
60% on labor costs.
Aya:

So, it’s another case of outsourcing. Did they give anyone a chance to move to

India?
Matt:

A few full-time staffers are transferring over, but it wasn’t an option for

part-time workers.
Aya: It’s amazing how quickly the world is changing. In the future, I wonder if we’ll all
keep moving from country to country.
Matt: It sure feels that way. On the bright side, it will make life more interesting!
YeStudy 公開分
和訳
マット：僕の場合、会社が去年、インドに数人の社員を派遣したんだ。彼らがスタッフを
訓練し、その後で彼らが僕たちに置き換わることになつたのさ。どうやら、会社は人件
費を 60％ほど節約しているらしい。

アヤ： そうすると、それはアウトソーシング［外部委託］の１つのケースね。会社は誰
にもインドに転勤するチャンスをくれなかったの？
マット：何人かフルタイムの職員が移籍しているけど、パートタイム労働者がそうするこ
とは選べなかったんだ。
アヤ： 世界が変化している速さには驚かされるわ。将来、私たちはみんな国境を越えて
移動するんじゃないかと思うわ。
マット：僕も確かにそう感じるよ。よいほうに考えれば、それで人生がより面白くなるだ
ろうね！
Part Ⅲ Usage Patterns
和訳 HP 公開分
Example 1
A:あなたは今週末に仕事をしなければならないそうですね。
B:ええ、そうなんです。よい知らせは、私たちがみな特別手当をもらえるということ
です。
Example 2
A:ヒーターのどこに問題があるかわかりましたか。
B:うれしいことに、わかりました。今はまったく問題なく動作しています。
Example 1
A:週末はずっと雨になるでしょう。
B:それは困りました。私はとてもキャンプに出かけたかったのに。
Example 2
A:チカは、あなたと東京ディズニーランドに行くのですか。
B:残念ながら、彼女は行きません。彼女は仕事を休めないのです。
Part Ⅳ Conversation Patterns
和訳 HP 公開分
A：Questions and Answer
l.自営業であることのメリットとデメリヅトは何ですか。
―自分が自分のボスになれて［自分の好きなようにできて］、誰にも何かしろと指示を
受けることがありません。その反面、その自由にはリスクが伴います。成功するかど
うかは、あなた次第です。
―給料をもらうのではなく、自営業の人たちはすべての利益を手に入れます。しかし、
厳しい時期も自分でなんとか切り抜けなければなりません。
2.人は仕事上のストレスにどうすれば対処できるでしょうか。
―白分の仕事のことを忘れることです。週末の旅行や短い休暇も役に立つかもしれませ
ん。
―人は課題を１つずつこなすなど、よい仕事の習慣を身に着けるべきです。たくさんの
ことをー度にやろうとしても、それは自分のストレスのレベルを高めるだけです。
3.多くの企業が業務を外部に委託しています。あなたはそのことについてどのような意見
を持つていますか。

―最も安いところで物を作るのは、優れたビジネスのやり方です。もしあなたの仕事が
業務の外部委託で彫響を受けているなら、あなたは新しい技術を身につけるか、別の
業種を探す必要があります。
―企業は利益以外のことに気を配るべきです。たとえコストが高くついても、仕事を自
国にとどめるために可能なことはすべて行うべきです。

補助教材

