
豊田高専公開講座 

英文多読公開授業 平成３０年度前期募集要項 

① 英文多読講座とは

一般の方を対象に、本校の学生と一緒に受講していただく講座です。 

『英文多読』は平成１４年に本校に導入された学習法で、本校学生の英語運用能力を顕著に改善

しました。英文を日本語に翻訳することなく大量に読み、英文読書を「楽しむ」方法で、どなたで

も始めることができます。講座では担当教員の指導の下、本校図書館の多読用図書を利用し、各自

の好みや英語力に合わせたやさしい英文を絵本から順々に読み進めていきます。 

◆英文多読入門クラス・・・英文多読初心者の方もどうぞ。

◆英文多読初級クラス・・・英文多読経験が数万語～50 万語程度の方を主対象とします。

◆英文多読中級Ⅰクラス・・英文多読経験が数十万語～100 万語程度の方を主対象とします。

◆英文多読中級Ⅱクラス・・英文多読 100 万語以上を目指す方を主対象とします。

◆英文多読発展Ａクラス・・受講経験者で英文多読経験が 300 万語以上を目指す方向け。

◆英文多読発展Ｂクラス・・受講経験者で英文多読経験が 300 万語以上を目指す方向け。

② 開講日のご案内

クラスにより開講の曜日、時間が違います。最大８回から１２回まで受講いただけます。

複数のクラスを同時に受講することはできません。ご注意ください。
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＜毎週金曜日14:40～15:25＞12回7/24のみ火曜日実施

◆英文多読入門クラス西澤一先生
＜毎週木曜日9:15～10:00＞12回

◆英文多読初級クラス西澤一先生
＜毎週金曜日9:15～10:00＞12回7/24のみ火曜日実施

◆英文多読中級Ⅰクラス吉岡貴芳先生
＜毎週金曜日13:00～13:45＞12回7/24のみ火曜日実施

◆英文多読中級Ⅱクラス吉岡貴芳先
生＜毎週金曜日10:40～11:25＞8回

◆英文多読発展Ａクラス西澤一先生
＜毎週金曜日13:00～13:45＞12回7/24のみ火曜日実施

◆英文多読発展Ｂクラス西澤一先生
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③ 募集人員   

原則として、入門・初級クラス各４名、中級Ⅰ・中級Ⅱクラス３名、発展Ａ・発展Ｂクラス各２

名先着順とします。 

なお、授業の一部を開放し、本校の学生と一緒に受講していただくことから、教室の収容能力の

関係等で、次のような場合は、受講できないことがあります。 

○本校の学生のみで教室の収容定員を超えた場合 

○クラスごとの募集人員を超えた場合 

 

④ 受講資格   

英文多読に興味のある方であれば、学歴は問いません。どなたでも受講いただけます。 

 

⑤ 受講申込   

 受講を希望する方は、「英文多読公開授業 平成３０年度前期申込書」に記入し、受講希望日の

初日の１週間前までに総務課企画・地域連携係まで提出してください。提出方法は、郵送、ＦＡＸ、

電子メールのいずれでも結構です。お電話でのお申し込みはできません。 

 

⑥ 受講料・テキストについて   

受講生の決定後、「受講決定通知書」を送付します。受講決定通知書をお持ちの上、受講初日ま

でに本校総務課財務係の窓口にて受講料のお支払い下さい。（2016.4～受講料が変更になりました） 

 

１回の受講につき５００円（最大８回から１２回まで受講可能 受講初日までに全額納付） 

 

 既納の受講料は返還できません。また、受講生が授業で使用するテキスト及び授業に係るその

他の費用は受講生の負担となりますのであらかじめご了承ください。 

授業で使用するテキストは、「めざせ！100 万語読書記録手帳」SSS 英語多読研究会 コスモピ

ア（ISBN978-4-902091-26-7）（648 円税込み）となります。お持ちでない場合は、受講前に書店

等で注文し、ご持参ください。 

 

⑦ 受講に際して   

●名札の着用 

 受講中は本校から貸与する名札を着用してください。 

●受講生の呼び出し等 

 授業中の呼び出しには対応できかねますのであらかじめご了承ください。また、授業中は携帯

電話をマナーモードにするか、電源をお切りください。 

●受講生の義務 

 受講生は、授業を受講するにあたって、授業担当教員及び本校関係者の指示に従うとともに、

私語を交わしたり、騒音を発したり、その他授業を妨害するような行為をしてはなりません。 

●受講の停止 

 受講生が受講生の義務に違反するなど本校の秩序を乱し、又は受講生としてふさわしくない行

為があった場合は、受講を停止することがあります。なお、受講を停止された場合であっても既

納の受講料は返還できません。 

●原状回復等 

 受講生が故意又は過失により本校の施設、設備等を破損したときは、速やかに届け出るととも

に自己の責任においてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければなりません。 

●来校方法 

 来客用駐車スペースがございますので、自動車での来校も可能ですが、校内の交通安全と静か

な教育・研究環境の確保にご協力をお願い致します。 

 

⑧ お問い合わせ   

本講座に関するお問い合わせは、こちらまでお気軽にお尋ねください。 

〒471-8525 豊田市栄生町２－１ 

豊田工業高等専門学校 総務課 総務企画係 

ＴＥＬ ０５６５－３６－５８２８・５９０２ 

ＦＡＸ ０５６５－３６－５９３０ 

E-mail koukai@toyota-ct.ac.jp 



豊田高専公開講座 英文多読公開授業平成３０年度前期申込書 

入門・初級・中級Ⅰ・中級Ⅱ クラス用 

↓受講希望クラス名に○印をつけてください。※複数のクラスを同時に受講することはできません。 

(  )入門クラス   (  )初級クラス   (  )中級Ⅰクラス   (  )中級Ⅱクラス 

                 

受講希望日に○印をつけて、合計回数を記入してください。 

◆英文多読入門クラス西澤一先生

＜毎週木曜日 9:15～10:00＞12 回 

（   ）4/19  (   )4/26 (   )5/10  (   )5/17  (   )5/24  (   )5/31 

(   )6/14  (   )6/21    (   )6/28    (   )7/5     (   )7/12    (   )7/19 

合計 回  

◆英文多読初級クラス西澤一先生

＜毎週金曜日 9:15～10:00＞12 回 7/24 のみ火曜日実施 

（   ）4/20  (   )4/27  ( )5/11  ( )5/18  (  )5/25  (  )6/1 

(   )6/8   (  )6/22    (   )6/29    (   )7/6    (   )7/20    (   )7/24 

合計 回 

◆英文多読中級Ⅰクラス吉岡貴芳先生

＜毎週金曜日 13:00～13:45＞12 回 7/24 のみ火曜日実施 

（   ）4/13  (   )4/20  ( )4/27  ( )5/11  (  )5/18  (  )5/25 

(   )6/1   (  )6/8     (   )6/22    (   )7/13    (   )7/20    (   )7/24 

合計 回 

◆英文多読中級Ⅱクラス吉岡貴芳先生

＜毎週金曜日 10:40～11:25＞8 回 

（   ）4/20  (   )4/27  ( )5/18  ( )5/25  (  )6/1  (  )6/8 

(   )7/13    (   )7/20 

合計 回 

フリガナ

氏名 
申込受付開始日：４月２日 ９：００ 期限前申込無効 

年齢・性別 才 男 ・ 女 

住所 
〒（ － ） 

電話番号（臨時休講等で連

絡する場合がございます）
（ ） － 

FAXまたは e-mail 

※テキストをお持ちでない方は、書店等で「めざせ！100万語読書記録手帳」（648円税込）を各自で購入し持参してください。

③以下にご記入ください。

豊田高専の英文多読公開授業を初めてお申込になる方は○印をつけてください。 

初めて受講します（   ） 

①受講希望講座を選んでください。

②受講希望日を選んでください。

④ＦＡＸ、Ｅ－ｍａｉｌまたは郵便でお申込ください。（電話では受け付けておりません）

ＦＡＸ：０５６５－３６－５９３０ Ｅ－ｍａｉｌ：koukai@toyota-ct.ac.jp 

郵送：〒４７１－８５２５豊田市栄生町 2丁目 1 番地 

豊田工業高等専門学校 総務課 総務企画係 申込締切：初回受講希望日の一週間前 



豊田高専公開講座 英文多読公開授業平成３０年度前期申込書 

発展Ａ・発展Ｂ クラス用 
 

 

↓受講希望クラス名に○印をつけてください。※複数のクラスを同時に受講することはできません。 

(  )発展Ａクラス   (  )発展Ｂクラス （初めて受講される方は事前にご相談の上 

お申し込みください） 

 

受講希望日に○印をつけて、合計回数を記入してください。 

（　　　） 4/20 （　　　） 4/27 （　　　） 5/11 （　　　） 5/18 （　　　） 5/25 （　　　） 6/1
（　　　） 6/8 （　　　） 6/15 （　　　） 6/22 （　　　） 6/29 （　　　） 7/20 （　　　） 7/24

合計 回

（　　　） 4/20 （　　　） 4/27 （　　　） 5/11 （　　　） 5/18 （　　　） 5/25 （　　　） 6/1
（　　　） 6/8 （　　　） 6/15 （　　　） 6/22 （　　　） 6/29 （　　　） 7/20 （　　　） 7/24

合計 回

◆英文多読発展Ａクラス西澤一先生
＜毎週金曜日13:00～13:45＞12回7/24のみ火曜日実施

◆英文多読発展Ｂクラス西澤一先生
＜毎週金曜日14:40～15:25＞12回7/24のみ火曜日実施

 

 

フリガナ  

氏名 
 

申込受付開始日：４月２日 ９：００ 期限前申込無効 

年齢・性別            才     男 ・ 女 

住所 

〒（    －     ） 

 

 

電話番号（臨時休講等で連

絡する場合がございます） 
（      ）      － 

FAXまたは e-mail  

※テキストをお持ちでない方は、書店等で「めざせ！100万語読書記録手帳」（648円税込）を各自で購入し持参してください。 

※２０１６年度より受講料が１回５００円になりました。欠席した場合でも納付した受講料の返還はできません。ご注意ください。 

 

①受講希望講座を選んでください。 

②受講希望日を選んでください。 

③以下にご記入ください。 

④ＦＡＸ、Ｅ－ｍａｉｌまたは郵便でお申込ください。（電話では受け付けておりません） 

ＦＡＸ：０５６５－３６－５９３０ Ｅ－ｍａｉｌ：koukai@toyota-ct.ac.jp 

郵送：〒４７１－８５２５豊田市栄生町２丁目１番地 

豊田工業高等専門学校 総務課 総務企画係 申込締切：初回受講希望日の一週間前 




