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No. 実施大学 授業科目名 担当教員 単位数 開講区分 曜日 予定回数 時 間 実施場所 定員 

25 杏林大学 地域圏研究Ⅲ（米国） 
坂本 ロビン 
外国語学部教授 

2 秋学期 木 15 16：20～17:50 
杏林大学 

井の頭キャンパス 
1～2 

 

【到達目標】 

To gain a deeper appreciation of USAmerican culture and thus an understanding of USAmerican ways of thinking. 

 

【授業の概要】 

his class will examine USAmerican Culture through lectures on a variety of topics. The class will be conducted entirely in English and students are expected to participate in 

class by active listening and asking questions. The basic format of the class will be a lecture-style course with weekly discussion activities on the material covered in class. 

Students will be required to take a final exam at the end of the semester also entirely in English. 

 

【授業内容】 

第 1 回 Introduction to the Course and Instructor（講義内容と担当者の紹介） 

第 2 回 Regional Differences across the US（アメリカ合衆国の地域差） 

第 3 回 USAmerican History in Brief（アメリカ史概説） 

第 4 回 Hollywood and its role in fostering the American Dream（アメリカンドリームを育むハリウッド） 

第 5 回 Music and the Role of Race and History in its Development（人種と歴史が音楽の発展に果たす役割） 

第 6 回 African-American Culture（アフリカ系アメリカ人文化） 

第 7 回 Sports as an Integral Part of American Cultures(アメリカ文化に不可欠な要素としてのスポーツ） 

第 8 回 School Life and How it Fosters US Citizenship（公民権を育む学校生活） 

第 9 回 University Life and How it Fosters US Citizenship（公民権を育む学校生活） 

第 10 回 Holidays and the Importance on Culture （休日が文化に与える影響） 

第 11 回 Food as it Relates to the Various Regions of the US (アメリカ合衆国の食の地域差） 

第 12 回 Places to Visit to Experience the Variety of US Culture（アメリカ文化の多様性を経験するために訪れるべき場所） 

第 13 回 Politics and the Role it Plays in USAmerican Daily Life(政治がアメリカ人の日常生活に果たす役割） 

第 14 回 USAmerican Icons（アメリカの偉人） 

第 15 回 Review for Final Exam（期末試験に向けたまとめ）  

 

【成績評価方法】 

The final grade for the student will be based on the following: 

Weekly Quizzes (30%) Weekly Assignments (30%) Final Exam (40%)  

 

【教科書】 

All materials will be posted on Universal Passport.    

 

【参考書、教材等】 

なし 

 

※ この授業は、9／16（木）が初回です。 


