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授業科目名 言語科学論

英文授業科目名 Linguistic Science

開講年度 2005年度 開講年次 ３、４年次

開講学期 ６、８学期 開講コース・課程 昼間コース

授業の方法 単位数 2

科目区分 総合文化科目-上級科目-テーマ別セミナー

開講学科・専攻

情報通信工学科
情報工学科
電子工学科
量子・物質工学科
知能機械工学科
システム工学科
人間コミュニケーション学科

担当教官名 Ｓhi Ｊie(史　杰　シー・ジェ)

居室 東１-６０９

公開E-Mail 授業関連Webページ

shi@bunka.uec.ac.jp 　

【主題および達成目標】

This course aims to introduce the basic concepts of the science of language through analyzing the English language. It

focuses on the relevant components of the English linguistics and how these components relate to the second language

learners, cognitive process of language and language in communication. Students will participate in group discussions,

individual and group projects and lectures. This course is also designed for cooperative learning where students will are

required to complete assigned tasks and projects and conduct research in a group. Other assignments include short

essays, on-line reactions, presentations, correspondence with the professor and other students, etc.

科学言語論の基礎を英語の分析を通して学ぶ。理科系学生及び第二言語習得者として最も必要な言語論理

の部分、言語認識プロセスとコミュニケーション中に使える言語をトピックにして勉強する。学生中心の

授業の中、グループディスカションや、個人とグループのプロジェクトや、講義にアクティブに参加す

る。この授業はコオプレティブ・ラーニングのメソッドを使うので、他の学生と一緒に様々なタスクに挑

戦するチャンスがたくさんある。プロジェクト以外に短いエッセイ、オンライン感想文、発表、先生及び

他の学生との連携などものアサイメントもある。授業中基本的に英語はメインな言葉ですが、必要に応じ

日本語を使うことも可能。

【前もって履修しておくべき科目】

English A, B, C, D, E & F

【前もって履修しておくことが望ましい科目】

English A, B, C, D, E & F
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【教科書等】

特になし。必要な資料は授業で配布

【授業内容とその進め方】

There will be a lot of group discussions and sharing individual ideas. Completing homework before class is an

important requirement of the course. To work with other members of small groups or class is a common type of

activity in class.

Course weekly schedule will be announced in class. 

【成績評価方法及び評価基準(最低達成基準を含む)】

This course adopts an accumulative grading system which divides the final grades into percentages. It is important to

note that there will NOT be a final test that counts for 100% of your grade. 授業中の個々の課題の評価点・宿

題、授業態度と出席率。注意点：Those students who are absent for  two times or more without any official

excuses will not be eligible for Grade “S”; Those students who miss over 30% of total classes without any official

excuses will fail automatically. Students who miss 2 or more classes without excuses will not be able to get "S" grade.

Attendance and performance: 40%

Projects, presentations & homework: 30%

Tests: 20%

Essay: 10%

【オフィスアワー：授業相談】

適宜相談に応じるが、電子メ-ルや電話などで事前にアポイントを取ること。質問等は電子メ-ルでも受け付

ける。

【学生へのメッセージ】

Language is alive and evolution progresses everyday. 

【その他】

This class has a class BBS. Students are required to check the class BBS before every class for class reviews and

assignments as well as posting their own homework and communicating with their classmates, TAs (possible) and the

professor.


