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Letter from the ELP Director 
 
 
 
Dear New Student, 
 
Welcome to the English Language Program (ELP)!  Our program offers you a unique 
and exciting English learning experience.  All classes are 100% English and 
designed specifically for School of Policy Studies (SPS) students.  Over the next two 
years, you will be able to effectively improve your English skills, and enjoy 
communicating in English with classmates and teachers.  The ELP is challenging, 
but if you work hard, you will be successful! 
 
This handbook contains some important information about the ELP.  Please read it 
carefully before coming to the ELP Orientation on April 2, 2020.  Also, note that you 
will be taking the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) exam immediately 
following the ELP Orientation.  This exam is important because it helps us to 
determine the best ELP course placement for you.  Be sure to rest up beforehand, 
and do your best! 
 
I am looking forward to meeting you very soon. 
 
Sincerely, 
 
Jennifer Jordan 
Director of the English Language Program 
School of Policy Studies, Kwansei Gakuin University  
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ELP ディレクターからのメッセージ 
 
 
 

 

新入生の皆さんへ 

 

関西学院大学総合政策学部英語教育プログラム（以下 ELP）へようこそ！ 

ELPでは、ユニークで興味深い英語学習体験ができます。すべての授業は、総合政

策学部生のために特別に開発されたプログラムを使用し、英語のみで進められます。

これからの二年間、効果的な学習により英語力を高め、クラスメートや先生方と英

語でのコミュニケーションを楽しんでください。ELPは楽なプログラムではありま

せんが、一生懸命に取り組めば、必ず成果が上がるでしょう！ 

 

 

このハンドブックには、ELPに関してとても重要な内容が書かれています。４月 2

日のオリエンテーションに参加する前に、ハンドブックを熟読しておいてください。

また、オリエンテーションの後、引き続き、TOEFL ITPを受けていただきます。こ

の TOEFL ITPの結果は、皆さんが所属する ELPのクラスを決定するためにとても重

要なものとなります。万全の体制で臨み、ベストを尽くしてください。 

 

それでは、皆さんに会えるのを楽しみにしています。 

 

関西学院大学総合政策学部 

英語教育プログラムディレクター 

ジェニファー・ジョーダン 
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English Language Program Information 
 
 
1. Purpose of the English Language Program 
 
The goal of the English Language Program is to help you to learn and use 
English and language skills necessary for success in university study and 
professional settings. 
 
You will learn a lot of new language in your studies and have many chances 
to use the new language in speaking and writing tasks. 
 
Some of the skills you will develop in the ELP are . . .  

 

 how to learn and remember vocabulary 

 how to take part in group discussions 

 how to listen to different types of texts 

 how to give presentations in English 

 how to write different types of texts 

 how to read more quickly and effectively 

 how to talk about a variety of topics 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.   Placement into ELP classes 
 
Students enter the ELP with different backgrounds and experience with English.  To 
create the best possible learning situation for you, you will be placed into ELP 
classes according to your current English ability. 
 
In our program, your English ability will be measured three times using the Test of 
English as a Foreign Language (TOEFL) exam: 

 
TOEFL #1 = Start of your 1st year (on ELP Orientation Day) 
TOEFL #2 = End of your 1st year  
TOEFL #3 = End of your 2nd year 

 
The TOEFL is an important requirement for all ELP students.  It helps us to know 
your English ability in the different skill areas (e.g. listening, reading, and writing), and 
determine the most appropriate ELP classes for you.  It helps you to have record of 
your improvement throughout the program.  The TOEFL is a difficult exam, but it is 
important that you always do your best to maximize your learning experience in the 
ELP! 

 
Your ELP classes are 100% English! 
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英語教育プログラムについて 
 
 
 
１．英語教育プログラム（以下、ELP）の目標 

 

ELP の目標は、これから、皆さんが大学で学び研究をしていく際や、将来就職した際に、

成功するために必要な英語能力や言語スキルを習得することです。 

 

授業中に多くの新しい言葉を学び、また、話したり書いたりすることで、新しく学んだ

ことを実際に使う機会が多くあるでしょう。 

 

ELPでは、主に以下のスキルが取得できます。 

 

・語彙の学び方、覚え方 

・英語によるグループディスカッションの方法 

・様々なタイプの英文の聞き取り方 

・英語でのプレゼンテーションの方法 

・様々な種類の英文の書き方 

・英文を、更に速く効率的に読む方法 

・様々なトピックについて英語で話す方法 

 

 

ＥＬＰの授業は、すべて英語で行われます！ 
 

 

２．クラス配属 

 

総合政策学部には、英語学習に関して様々なバックグランドを持つ学生が入学していま

す。各々が、できる限り効率的に英語を学べる環境を提供するため、能力別のクラス編

成をしています。あなたは現在の英語能力に適したクラスに配属されます。 

 

ELPでは、３回の TOEFL ITP の結果を通じて、あなたの英語力を判断します。 

 

 TOEFL #1 ＝ １年次の最初（オリエンテーション当日） 

 TOEFL #2 ＝ １年次の最後 

 TOEFL #3 ＝ ２年次の最後 

 

TOEFL ITPの受験は大変重要で、すべての学生に義務付けられています。試験の結果か

ら、あなたの英語力について、得意・不得意なスキル（例えば、リスニング、リーディ

ング、ライティング）がわかり、あなたに最適なクラスが決定できます。また、自分自

身の英語力がどの程度レベルアップしたかの記録にもなります。TOEFL ITP は難しいテ

ストですが、常に最善を尽くしてチャレンジし、ELPでの学習体験を最大限に生かしま

しょう。 
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3.  An Overview of the ELP 
 

The ELP is a 2-year (4-semester) English Communication (EC) program, as shown 
below.  The ELP is divided into two streams.  Students enter one of the two streams, 
Gold or Blue, based on initial TOEFL #1 scores.  Placement into the two streams is done 
separately for each block (e.g. block A, B, or C).  You should try your best on the TOEFL 
exam.  After placement, if you feel you should change streams, talk to the ELP Director 
as soon as possible -- by Friday, April 24th, at the latest. 
 
During the 2-year program, Gold stream students will take EC1 – EC4 courses, and Blue 
stream students will take EC3 – EC6 courses.  Students who score very high on TOEFL 
#1 may take only 1 year of EC courses:  EC5 and EC6. 
 
In the ELP, courses are coordinated, which means the materials, activities, homework, 
assignments, and grading are equal for all students in each stream.  EC courses focus 
mainly on policy topics, such as current environmental, IT, political, social, and health 
issues. 
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３．ELP の概要 

 

ELPは、２年間（４学期）で修了する「英語コミュニケーション（ＥＣ）」プログラム

です（下記の表を参照してください）。大きく分けて、二つのプログラム（以下、スト

リームと呼びます）があり、今回の TOEFL ITPの点数によって、各々が、ゴールド又は

ブルーで色分けされたストリームに配属されます。2 つのストリームへのクラス分けは、

ブロック（A,B,Cなど）ごとに行われます。TOEFL ITPには全力で臨んでください。ク

ラス分けに関して、もし不満がある場合には、出来るだけ早く（遅くとも４月２4日

（金）までに）ディレクターに相談してください。（注：ブロックとは、同じ時間帯に

展開される複数のクラスのことです。異なったブロックにまたがってクラスを履修する

ことはできません） 

 

２年間で、ゴールドストリームの学生は、ＥＣ１からＥＣ４の授業を受け、ブルースト

リームの学生は、ＥＣ３からＥＣ６までの授業を受けることになります。今回の TOEFL 

ITPで非常に高い点数を獲得した学生は、ＥＣ３及びＥＣ４の単位が認定され、一年間

で、ＥＣ５とＥＣ６のみを受講することになります。 

 

ELPのコースは、完全にコーディネートされており、各ストリームで使用される教材、

授業中のアクティビティ、宿題、課題そして成績評価はすべて共通しています。授業内

容は、環境問題、ＩＴ関連、政治、社会、健康問題等、主に、政策課題に焦点が当てら

れています。 
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4.  Grading  
You will receive one EC grade at the end of each semester.  This 
final EC grade is the average of your four EC course grades during 
the semester.  You must earn a combined average of 60 or more to 
pass into the next EC level. 
 
If you do not earn a combined EC course average of 60, you will not 
be able to pass into the next EC level.  Instead, you will have to repeat 
ALL four courses of the EC level you failed the next year.  As a result, 
you might not be able to graduate from the university on time.  

 
 
5.  Attendance 
Attending class is an important requirement in the ELP.  If you miss 4.5 classes or 
more you cannot pass this course.  Note that (a) arriving late to class 1 time = .5 
absence, (b) arriving late to class 2 times = 1 absence, and (c) arriving late 30 
minutes or more = 1 absence. If you are absent, you should submit the homework 
due to your teacher’s mailbox in the SPS Office before the next class. It is your 
responsibility to contact your teacher about missed in-class work and new homework 
assignments. If you know you are going to be absent in advance, you should consult 
with your teacher in advance. If you have any questions about this policy, ask your 
teacher. 
 
The ELP follows the SPS rules for official excused absences (see the “Excused 
Absence Policy” on the Kyogaku-Web service for details). In the ELP, absences can 
be excused only if you submit the necessary documentation to the SPS Office (e.g., 
official notice from a doctor) within one week of the excused absence date. If you 
have an excused absence, it is your responsibility to: (1) complete the excused 
absence form correctly and submit it to the SPS Office within one week of the 
excused absence date, (2) contact your teacher about how you can make up missed 
in-class work (if possible), and (3) submit homework as soon as you return to class.  
 
If you miss the final lesson of the semester, you must submit homework to your 
teacher’s mailbox in the SPS Office within one week of the final lesson.  
 
WARNING:  Even if you have excused absences, you might miss important 
assessments that cannot be made up, so please be careful. Furthermore, if you have 
too many excused absences, they will not be accepted and you can fail the course. 
 
 
6.  Materials 
Our program is unique because the curriculum and materials are designed 
specifically for School of Policy Studies students.  For most of your EC courses, you 
do not need to buy textbooks. We create effective and interesting materials, using 
sources such as books, newspaper, the internet, and video.   You will receive a 
packet of course materials in the first week of classes.  You should bring these 
course materials to every lesson.  It is your responsibility to keep your course 
materials safe because there are a limited number of copies.  If you lose your 
materials, you should talk with your teacher. Some course materials may 
also be provided on the KGU intranet M: drive. 
 
It is also strongly recommended that you: 
 bring a dictionary to your EC classes.   
 own a memory device (USB memory stick, etc.). 
 be organized and keep materials in plastic two-ring binders. 
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４．成績評価 
各ストリームは、４つのコースで構成されていますが、学期毎に受け取る最終の成績は、

４つのコースの平均点として１つになります。平均点が６０点以上で、次のレベルに進

むことができます。 

 

万一、平均点が６０点に満たない場合は、次のレベルに進むことができません。つまり、

１年後に、４つのすべてのコースを再履修することになります。結果として、４年間で

卒業することができない事態になることもあります。 

 

５．出席 

出席には、厳しいルールを設けています。万一、4.5回或いはそれ以上の授業を欠席し

た場合、そのコースをパスすることができません。また、遅刻については、(a)１回の

遅刻が０.５欠席の取り扱い、(b)２回遅刻をすると、１回欠席、(c)３０分以上遅れた

場合は、欠席とみなされます。欠席した場合は、あなた自身の責任で、後日、担当教員

に連絡して、欠席したために提出できなかった課題や宿題等について、指示を受けなけ

ればなりません。事前に欠席することがわかっている場合は、前もって担当教員に相談

しなければなりません。このルールについて質問がある場合は、担当教員に確認してく

ださい。 

 

公欠は、総合政策学部のルールに従って扱われます（詳細は、教学ウェブの「【総

政】授業の欠席について」を参照してください）。欠席した場合は、欠席から 1週間

以内に必要な書類（例えば医師の診断書）を総合政策学部の事務室に提出した場合にの

み、公欠扱いにすることができます。公欠を申し出る場合には、あなた自身の責任で以

下のことを行ってください：（１）公欠届を正しく記入し、欠席した日から 1週間以内

に総合政策学部事務室に届を提出する、（２）担当教員と連絡を取り、欠席中の授業内

課題の補充について確認する、（３）授業に復帰後、速やかに課題を提出する。 

 

欠席回数には数えられないとしても、欠席していた間に出すべきだった課題等は、しな

ければなりません。最終授業日を欠席した場合は、最終授業日から一週間以内に課題を

総合政策学部事務室にある担当教員のメールボックスに提出してください。 

 

注意：場合によっては、欠席日に重要な評価対象となるアクティビティ等が行われ、埋

め合わせができないケースもありますので、注意してください。また、公欠があまりに

多い場合は、公欠が認められず、不合格となる場合があります。 

 

６．教材 

総合政策学部の英語教育プログラムでは、本学部生のために特別なカリキュラム及び教

材を独自に開発・作成しています。効果的かつ興味を引く教材を作成し、その他、書物、

新聞、インターネット、ビデオ等を用いて授業を進めます。教材を購入する必要は、ほ

とんどありません。各コースの最初の授業で、教材をまとめて配布します。これらの教

材は、毎回、授業で使用しますので、忘れずに持ってくるようにしてください。 

教材は、必要な部数のみ印刷しています。教材の安全な管理は、あなた自身の責任です。

万一、紛失した場合は、担当教員に相談してください。 

 

また、教材の一部は、関学ネットワークのＭドライブに保存されています。 

 

授業内容を効率的に学習するために、以下の三点を極力守ってください。 

＊授業を受ける際、辞書を持参する。 

＊自分専用のメモリーデバイス（ＵＳＢメモリースティック等）を用意する。 

＊教材は、きちんと整理し、バインダー等に綴じておく。 
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7.  Homework                                                                  
Homework completion is an important part of every course.  You must complete the 
homework assignments before the start of each class (not during or after), because it 
is necessary to prepare well to participate in class activities. Specific policies about 
homework can be found in each EC course syllabus. 
 
8.  Technology 

EC courses often incorporate the use of technology as part of the 
required coursework.  You will often need to use computers to complete 
course assignments, conduct research, and access multimedia materials. 
It is your responsibility to become familiar with the tech resources used in 
EC courses (e.g. Microsoft Word, PowerPoint, the Internet, the KGU 
intranet, MReader, XReading and KGU email), and to use these 
resources effectively and responsibly.  Additionally, email is often used 
by teachers and students in the ELP.   You should check your KGU 
email account regularly. 

   
9.  Plagiarism                                                       
EC course assignments require you to use your own original words and ideas. 
Plagiarism means copying the work of another person or your work from another 
course, and using it as your own original work. Plagiarism is cheating and it is a very 
serious issue.  Plagiarism includes: (1) copying another person’s work – for example, 
another student’s work, text from the internet, text from books, or anything that you 
did not write yourself, (2) using your work from another course, or (3) using your 
work from the same course in a previous semester. If you plagiarize or allow another 
student to copy your work, you may receive a grade of zero on the assignment and 
you may fail the course. 
 
10.  Learning Assistance Center – Building I, Room 106 
The Learning Assistance Center (LAC) is a tutoring program to help you improve your 
English skills, especially academic writing, which you are learning in your EC courses.  
The center is staffed by Learning Assistants (LAs) who are 3rd and 4th year School of 
Policy Studies students who were very successful in their EC courses.  Take 
advantage of the LAC and get extra help with your English skills outside of class! 
 
11.  Cooperation 
The ELP is a challenging program. Talk with your teachers when you need help or 
have a problem.  Your teachers want to help you. You can meet with your teachers 
before or after class, during lunchtime, or you can communicate with them by e-mail.  
Your teachers will give you more information about their teaching schedule, as well 
as when and where they are on campus. 
 
The ELP Director is also available to support you. If you have any major problems 
with EC courses that your teachers cannot help you with, please feel free to talk with 
the ELP Director: Jennifer Jordan. 
 
12.  ELP Research 
Kwansei Gakuin University is an academic institution, so our faculty often conduct 
research to improve the ELP and contribute to their academic fields. Student data 
which is collected by KGU, the SPS, and the ELP may be used for research 
purposes. This might include a variety of data, such as your biographical information 
(e.g., age and gender), test scores, survey results, and course grades. Of course, 
student data is carefully managed and treated with confidentiality. If you have any 
questions or if you do not want your data to be used for research purposes, please 
contact the ELP Director at jen@kwansei.ac.jp 

mailto:jen@kwansei.ac.jp
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７．宿題 

どのコースにおいても、与えられた宿題は完全にやり遂げることが重要です。宿題は、授業

中や授業後ではなく、各授業が始まる前に提出しなければなりません。授業中のアクティビ

ティに参加するためには、万全な準備が必要です。宿題についての具体的な指示は、各コー

スのシラバスを参照してください。 

 

８．テクノロジー 

ＥＣでは、コンピュータを用いた授業が頻繁に行われます。課題を提出したり、調査をした

り、またマルチメディア資料にアクセスするために、コンピュータを頻繁に使用することが

求められます。ワード、パワーポイント、インターネット、関西学院システム、MReader、

XReading、関学 Eメール等を自由に使いこなせるよう練習してください。また、このような

情報源は効果的に、かつ責任をもって利用して下さい。また、ELPでは、学生と教員間で、

頻繁に Eメールを使用します。大学のメールアドレスに届くメールは、定期的にチェックす

ることが必要です。 

 

９．剽窃（ひょうせつ） 

EC の課題では、あなた自身の言葉と考えを用いることが求められています。「剽窃」とは、

他の人が書いたものをコピーして、あたかも自分が書いたように使うことを言います。「剽

窃」は、不正行為であり、大変重大な問題です。 「剽窃」には以下の行為が含まれま

す:(1)他人の文章をコピーする（例えば、他の学生の文章、インターネット上の文章、本の

文章、その他あなた自身が書いていないもの）、(2)他のコースで使用した自分の文章を用

いる、(3)前の学期の同じコースで使用した自分の文章を用いる。「剽窃」（他人の文章を

コピー・ペーストする）した場合、あるいは「剽窃」させた（他の学生にあなたの文章をコ

ピーさせた）場合は、課題は「０」点となり、当該コースが不合格となります。 

 

1０．ラーニング・アシスタンス・センター（Ⅰ号館１０６教室） 

ラーニング・アシスタンス・センター（ＬＡＣ）は、あなた方の英語力、特にＥＣコースの

一つであるアカデミック・ライティングのスキルアップを目指したい方のため、Ⅰ号館１０

６教室に設けられています。ＬＡＣでは、ECを優秀な成績で修了した先輩たち（３～４年

生）が、ラーニング・アシスタント（ＬＡ）となり、個人指導を行います。是非、このＬＡ

Ｃを活用して、授業外での英語力アップを目指してください！ 

 

1１．協力体制 

ELP は、やりがいのある厳しいプログラムです。困ったことや質問があれば、担当教員に相

談してください。教員は、常にあなたの助けになりたいと思っています。授業の前後やラン

チタイムに直接、または、Ｅメール等を利用して相談できます。また、各々の先生が、いつ

キャンパスにいて相談に乗れるか等のより詳しい情報も、後ほどお知らせします。 

 

ELP のディレクターも、サポート体制をとっています。授業に関して、担当教員が解決でき

ないような特別な問題が生じた場合は、遠慮なくディレクターに相談してください。 

 

1２．教員の研究活動 

関西学院大学は、教育・研究機関です。教員は、ＥＬＰをより良いプログラムに改善するた

め、また、教員自身の専門分野である英語教育に貢献するため、様々な研究活動を行ってい

ます。その過程で、大学や学部、あるいは教員が ELP において収拾した学生に関するデータ、

例えば、あなたの年齢、性別、テストの成績、授業中あるいは授業外で行ったアンケート結

果、ＥＣの成績等を研究活動に利用することがあります。そのことをあらかじめご了解下さ

い。もちろん、第三者に情報が流出したり、個人が特定されることがないように、データに

関する情報管理は厳重におこなわれます。このことに関して質問があれば、また、上記に書

かれているようなあなたのデータを教員の研究のために使って欲しくないと思う場合は、Ｅ

ＬＰディレクターへメール（jen@kwansei.ac.jp）で連絡してください。 
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13.  Building I and Building II Maps 
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YOU ARE HERE !!
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