
C125 Comparative Culture
Workshop

英名科目名 Comparative Culture Workshop

大 学 名 京都ノートルダム女子大学

連絡先 京都ノートルダム女子大学
教育支援部教務課
TEL：075-706-3745 FAX：075-706-3790

担当教員 須川いずみ(国際言語文化学部英語英文学科教授)

開講期間 2021年09月29日(水)～2022年01月26日(水)
2講時 10時45分～12時15分(毎週水曜日)
※休講 2021/11/3(水)、2021/12/8(水)、2021/1
2/29(水)

開講形態 後期・秋学期 開講曜日・講時 水曜日 2講時

単位数 2 履修年次 2年次以上

会場 科目開設校キャンパス

授業定員 30

単位互換生定員 京カレッジ生定員

試験・評価方法 Class Participation（30％）
Quizes（20％）
Exam (50％）

超過時の選考方法 書類選考

受講料

別途負担費用 実習費5,000円程度が必要

その他特記事項 この授業は基本的には英語で行う。授業定員には
本学学生を含む。

＜通学に関する注意事項＞
本学への通学は公共交通機関をご利用ください。
50ccを超えるバイクおよび自家用車での通学は認
められておりません。また、自転車および50cc以
下のバイクでの通学は登録制となっております。

パッケージ科目
低回生受講推奨科目

講義概要・到達目標

１．科目の教育目標
英国を中心に英語圏文化を実践的に学ぶ。
The purpose of this course is to familiarize students with the culture
of English speaking countries especially the U.K., by actual practices
such as making English tea, so that they will gain a deeper
understanding of the nation and its culture.

２．教育・学習の個別課題
映画や文献を使って英国史を学ぶ。
The course will provide an overview and in-depth introduction to
British history through films and reading materials in English.
Students will also have chances to practice English culture.

３．教育・学習の方法
グループディスカッションとプレゼンテーションの機会がある。
Students will study the history of Britain. Students will often work
and discuss in groups. In this way, they can gain a greater
understanding of the British culture and language. They are also
expected to do a presentation.
授業中の発問と学生の解答に対して適宜口頭でフィードバックする
。
Students will receive feedback in the form of my in-class responses
to their questions.

４．準備学習の具体的な方法
出席と宿題の義務。
Students are expected to attend classes regularly and to complete all
assignments.

講義スケジュール

第01回 Orientation オリエンテーション
第02回 How do you say 「英国」in English? 英国を英語で言うと？
第03回 U.K. as a Nation 英国という国

第04回 Pre-history イギリスの歴史(先史時代から)
第05回 Anglo-Saxon Invasion アングロサクソン侵略
第06回 Medieval Period and the Reign of the Tudors
中世とチューダー朝
第07回 Anne of the Thousand Days 『1000日のアン』
第08回 England and Religious Reformation イギリスと宗教改革
第09回 A Book Jacket or a Box
ブックカバーもしくはカルトナージュ実習
第10回 Stained Glass ステンドグラス実習
第11回 A Christmas Wreath クリスマスリース実習
第12回 Learning English Tea イギリスのお茶を学ぶ
第13回 English Tea and Recipeイギリスのお茶とレセピー
第14回 Tea Partyティーパーティ実習
第15回 Feedback and Exam etc.フィードバックと試験 その他

教科書 Print プリント

参考書 『Britain』/James O'Driscoll/Oxford/1995/
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