
iCoToBa英語講座ガイド：2022年度後期 
 

 

 

 

 

 

 

 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JJEhZZLtDESD9s_-

0VW3Qtq7Y6lG4tVHoWcztzOS3gNUQ0Y0R0dISDUxOUVZODc0SUZFQzg3TlhQQy4u 

問い合わせ先：icotoba@for.aichi-pu.ac.jp 

短期コース (5 週間～10 週間) 

コース名： 

「マイペースで」トピックディスカッション - 

ワンオフセッション 

時間：金４ 期間：10週間（10月～12月）** 

レベル：広い中級 

CEFR A2-B2 

iCoToBa教室 

内容：幅広い学生に対応できるカジュアルディスカッションコースです。宿題もなく、一部の参加が可能な予

約型システムで、他の iCoToBaコースより参加しやすいです。各レッスンで新しいディスカッショントピック

が紹介されます。レスポンスと質問を準備する時間が与えられ、それが終わったら残りの時間でフリーなディ

スカッションをします。 

コースの特徴： 

都合のよいときだけ参加してもいいシステム 

各レッスンの参加者に合わせて難易度を調整できる 

フリートークをメインにしている 

受講生に求められること： 

一文でも英語で話せること 

色々なトピックについて話したい挑戦心 

初対面の人とでも会話したい前向きな態度 

宿題：なし 

どんな人に合うか？ 

ただ自由に英語で話す場所が欲しい人、英語で話せる幅を広くしたい人、忙しいけれど英会話を練習したい人、

初級英会話から卒業したい人 

 

コース名： 

TOIEC 10週間講座 

時間：月 5 期間：10週間（10月～12月）** 

レベル：中級 

CEFR B1-B2 

iCoToBa教室 

内容：この１０週間の短期コースでは、TOEIC テストの対策をより詳細に勉強します。文脈から意味を推測す

る、消去法、問題を解く順番などの時間を節約するポイントを試します。大事な文法ポイントとよく出る単語

も蓄積します。最後に自然な英語に慣れるリスニング・ドリルもします。 

コースの特徴： 

10週間 TOEICをじっくり練習するコース 

英語とテストスキルを同時に取り上げるレッスン 

実際の問題を沢山解く 

 

受講生に求められること： 

英語の基礎レベルの単語と表現がなんとかわかる 

TOEIC受験の覚悟があること* 

分からないときに遠慮なく質問をすること 

宿題：軽い（毎週 10分程度でできる予習） 

どんな人に合うか？ 

TOEIC経験がある程度ある人*、TOEICスコア 600点以上を目指している人、TOEICでいつも時間が足りないと

思う人、TOEICに向けて英文法とボキャブラリーを磨きたい人 

*完全な初心者は今期の TOEIC Clinicのセッションに参加するようにお勧めします。 

**どうしてもスケジュールに問題のある学生は、コース前半か後半（５週間ずつ）のみに参加することも可能

 

2022 年度後期の iCoToBa の講座は原則として対面授業です。 

ただし、より多くの学生が安全に参加できるように、一部遠隔、 

または一週目のみ遠隔の場合もあります。また、コロナウィルス 

対策のために、教室を途中で変更する可能性もあります。受講希 

望者は下記の URL または QR コードから申し込んでください。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JJEhZZLtDESD9s_-0VW3Qtq7Y6lG4tVHoWcztzOS3gNUQ0Y0R0dISDUxOUVZODc0SUZFQzg3TlhQQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JJEhZZLtDESD9s_-0VW3Qtq7Y6lG4tVHoWcztzOS3gNUQ0Y0R0dISDUxOUVZODc0SUZFQzg3TlhQQy4u
mailto:icotoba@for.aichi-pu.ac.jp


です。担当教員に相談してください。 

 

コース名： 

TOEICクリニック(単発コース） 

時間：ＴＢＤ* 期間：5週間* 

レベル：全レベル ONLINE 

（遠隔授業） 

内容：TOEIC テストはすべての学生に重要ですが、効果的に練習することはなかなか難しいですね。この短期

講座は、気軽に参加できるうえ、ネイティブ講師から直接、TOEIC 対策の指導を受けることができます。複雑

なドリルや長い宿題はなく、ただ TOEICの問題を解き、その後、講師が学生からの質問に答え、注意点を説明

します。日本語もオッケー！ 

*TOEIC受験補助のルールへの対応として、1レッスンずつ行います。(日程は 10月以降に決定します。iCoToBa

の受付またはホームページで確認してください。) 

コースの特徴： 

１回からでも参加できる TOEIC入門・練習 

TOEICの構成と基本対策をまとめてできる講座 

実際の Test Practiceと英語・日本語解説 

受講生に求められること： 

TOEIC受験の覚悟があること 

分からないときに遠慮なく質問をすること 

宿題：なし 

どんな人に合うか？ 

TOEICの経験がない・少ない人、TOEIC受験準備の時間が足りない人、英語圏のビジネスに興味がある人 

 

長期コース (13 週間) 

コース名： 

初心者向けフリートーク：ボキャブラリーと 

簡単なディスカッション 

時間：火 4 期間：13週間 

レベル：初級 

CEFR A1-B1 

iCoToBa教室 

内容：前期の大人気短期コースが長期になりました！初級者向けのフリートークできるクラスです。レッスン

は 2部に分けられています。第 1部では無作為に出るボキャブラリーを身につけるドリルを行い、第 2部では

簡単なトピックをベースにフリートークをします。ためらいを克服して、英語で自分のアイデアを言える達成

感を感じましょう。 

コースの特徴： 

英語初心者向けのわかりやすいレッスンスタイル 

フリートークを重視しながら、語彙力も鍛える 
テーマで分けられた単語は覚えやすい 

受講生に求められること： 

英語を一言でも話せる 

「間違い」を怖れない気持ち 

宿題：軽め（単語の予習のみ）） 

どんな人に合うか？ 

全学部学科の 1年生・2年生、英会話の経験が少ない人、最近英語を話していない人、 

軽い英語講座に参加したい人 

 

コース名： 

英語で自分の海外旅行計画を立てよう！： 

英語と旅行をつなげる 

時間：金 2 期間：13 週間 

レベル：初級～中級 

CEFR A2-B2 

場所：iCoToBa 教室 

 

内容：コロナウィルスのせいで、なかなか海外旅行けない状態ですが、だからこそ想像する価値があります！やっ

と行けると準備をするのも良いし、夢の海外旅行の計画をたてるのは実用的な英語の練習に最適です。 このワ

ークショップ型 PBL クラスでは、その過程を指導します。 飛行機とホテルの予約、ガイドブックの見方、日程

の作成など、全部の計画タスクを英語で練習します。最後に、自分で立てた海外旅行プランをクラスメートに

発表します。  



コースの特徴： 
英語の４スキルを応用する実践型コース 
海外旅行のノウハウが含まれている 
本当に使える自分の旅行プランを企画する 

受講生に求められること： 

英会話の基本レベルが何とかできること 
毎週の出席を頑張り、ちゃんと宿題をする覚悟 
旅行と教育をつなげたい気持ち 
宿題：少し 
（毎週 1 ページの読書、予習の書くことも時時ある） 

どんな人に合うか？ 

海外旅行をしたくてたまらない人、海外旅行に興味があるけれど心配している人、英語練習と他の目的をつなげた

い人、実用的な導く英語学習をしたい人、英語を練習したいけれどディスカッションが苦手な人 

 

コース名： 

全大学的メディアプロジェクト 

「愛県大史」学生制作チーム 

時間：水３（主に） 期間：13週間 

レベル：全レベル 

CEFR A1-C1 

iCoToBa Nexus Room 

(E棟 1階・iCoToBa分室) 

内容： 愛知県立大学の歴史を制作し保存していくため「県大史」という記念メディアコンテンツを作成しま

す。これは県政 150周年関連事業として一部公開されます。現在、各学部の教員たちとスタッフが資料を集め

て面白いコンテンツを作成するように頑張っています。 

それを手伝うための学生コンテンツ制作チームを結成します！ 

このプロジェクトでは、学生が自ら、県大の長い歴史に貢献した卒業生、教員、そして他の当事者のところに

インタービューに出かけます。それぞれのチームは自分たちでインタービュー内容を準備、考察、撮影、そし

て映像を編集します。現在の県大の姿を描写する映像も作成します。 プロジェクトの活動は英語と日本語（た

まに他の言語も！）で行うので、誰でも参加できます。このプロジェクトはビジネス能力や考察力など、プロ

ジェクト運営、メディア作成、様々なスキルと経験と鍛える上、県大と愛知県の皆さんの目に触れる成果にな

ります！ 

コースの特徴： 

自分の成果が残るメディア作成プロジェクト 
学生主導で、開いた雰囲気の教育 
Adobe Premiereなどのメディアツールに慣れる機会 

受講生に求められること： 

大規模なプロジェクトに頑張れる積極性 
課題とスケジュールを自分で管理するプロ意識 
宿題：結構ある（メディアコンテンツを作るので） 

どんな人に合うか？ 

メディア制作に興味がある人、県大と愛知の歴史についての知識を深めたい人、世代間のコミュニケーション

をとりたい人、ジャーナリズムとインタービューに興味がる人、PRやコンテンツビジネスに興味のある人、新

しいことにチャレンジしたい人、自分の何かを県大で残したい人 

 

コース名： 

グローバルニューストーク 

時間：木 2 期間：13 週間 

レベル：中級～上級 

CEFR B1-C1 

場所：iCoToBa 教室 

 

内容：英語で最新のニュースについて議論したい、又は英語のニュース放送の理解を深めたい学生のためのクラス
です。2 種類のスキルを鍛えるために、授業構成は 2 つあります。 １つめは、本日の英語ニュース放送を見て
聴解力を鍛えます。2 つ目は、学生が好きなニュースや出来事をめぐるトピックを用意して、授業でフリーデ
ィスカッションをします。このスタイルは一週間おきにかわります。 

コースの特徴： 

ニュースを通して英語の聴解・読解・議論を練習する 

グローバル社会の現状に詳しくなる授業 

毎週変わるレッスン構成で退屈にならない 

 

受講生に求められること： 

英会話にほどほどの自信があること 
専門的なトッピクでも、ミスが多くても自分の意見を 
なんとか言おうとする意識 
グローバル市民としての自覚 
宿題：月１～２回自分のニューストッピクを用意する 

どんな人に合うか？ 

世界のニュースに触れたい人、英語で話せる幅を広くしたい人、使える英単語を増やしたい人、英語圏に留学

する予定のある人、留学などで得た英語力を維持したい人 

**就活などで忙しい 4 年生も参加しても大丈夫です。担当講師と相談してください。 



***Nexus コース：留学生の参加も歓迎します。 

 

コース名： 

英語でゼミ型コース： 

日本と英語圏における「ジャンル」 

時間：木 4 期間：13 週間 

レベル：中級～上級 

CEFR B1-C1 

場所：G205 

 

内容：シンプルなのに挑戦的な中級～上級向けのクラスです。コメディー、ヒューマンドラマ、アクションなどの

メディアジャンルを日本と英語圏のサンプルを観賞して比較しながらディスカッションします。主に映画にな

りますが、テレビドラマ、アニメーション、ネットのコンテンツも見ます。文化面とジャンル面から議論し、

我々の社会における「ジャンル」の広い役割も考えます。それらについて英語で話してみることは、英語能力、

そして視野も広げます！  

**卒論で忙しい 4 年生も参加しても大丈夫です。担当講師と相談してください。 

***Nexus コース：留学生の参加も歓迎します。 

コースの特徴： 
アメリカの大学の人文学ゼミを経験できる英語語学 
コース 
映画の製作と美学と社会背景について詳しくなる 
能動なディスカッションの時間がたっぷりある 
 

受講生に求められること： 

英会話にほどほどの自信があること 
専門的なトッピクでも、ミスが多くても自分の意見を 
なんとか言おうとする意識 
映画とメディアについてより深く考えたい好奇心 
宿題：少し（日によって数ページの読書や感想の準備） 

どんな人に合うか？ 

英語で話せる幅を広くしたい人、映画と他のメディアを見るのが趣味の人、英語圏に留学する予定のある人、 

留学などで得た英語力を維持したい人、新しいことが好きな人、過激的な映画シーンでも見られる人 

**就活などでスケジュールがいっぱいな 4年生も受講できます。担当講師と相談してください。 

 

イベント・ワークショップ (13 回、一部参加でもオッケー) 

コース名： 

iCoToBaオープンスクリーン 

時間：水曜日４と５* 期間：13 回 

レベル：全レベル 場所：iCoToBa 教室 

内容：このシリーズは今期のゼミ型コースと連携し、映画などの映像メディアを上映します。履修登録不要の 

「drop-in」シリーズなので、全ての学生・留学生などが参加することができます。上映後に、初心者でも参加でき 

るレベルで英語の会話をします。参加者の希望があれば、映画を使った英語学習のアクティビティもできます。 

＊上映：14:30～映画終了、ディスカッション：映画終了～17:40 （映画終了後に帰っても問題ありません） 

コースの特徴： 

県大で初めての定期的映画上映イベントシリーズ 

予約不要・入退室自由 

上映後のディスカッションと練習タイムもある 

受講生に求められること： 

特にない。 
 

どんな人に合うか？ 

他の長期コースに参加している人、いつもと違う映画を見たい人、iCoToBa に参加したいけれど英語を話したくな

い人、友達と一緒ゆっくりしたい人、などなど。 

 


