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2014 年度

大学入学前教育へのご案内

合格おめでとうございます。
合格者の皆様へ「大学入学前教育」のご案内をいたします。
「大学入学前教育」とは、４月からの大学生活に備えるため，スクーリングや課題を
通して行う学びプログラムのことです。高校教育から大学教育への橋渡しともいえます。
ですから，英語科や英語コミュニケーション学科ではそれを「ブリッジプログラム
（Bridge

Program）」と呼んでいます。

大学とは、自由と責任の下に，様々な出会いと対話を通して自己プロデュースをする
場です。自分の可能性を拓き，それぞれの夢に向かって挑戦してください。皆様の大学
生活が喜びに満ちたものとなるよう、私たちは、全力でサポートいたします。

◇本学（キリ学、キリ短）の「大学入学前教育」のコンセプト
～「出会い」から「対話」へ～

大学と

社会と

英語と

保育と

出会う

学問と
自分自身と

キリスト教と

対 話

教師と
本と

未来と

留意事項：
（１）詳しい内容（課題、スクーリング等）について―― 別紙をご覧ください。
（２）最終「調査書」の提出について――

入学手続きを行う際、「卒業証明書」と
一緒に提出して下さい。

※

私たちの大学は、高校生活の充実の上に大学生活があるということを大事に
しています。高校での学びをしっかりやり遂げてください。

Welcome to OCJC!
English Department
沖縄キリスト教短期大学

Dear successful applicant:
Congratulations on your acceptance to Okinawa Christian Junior College.

I hope that your

college experience will start off in great style.
I would like to remind you of some of OCJC education. First of all, you will have the
advantage of small-sized classes. It is a great opportunity to interact with faculty members and
enhance your learning experience. This is especially important for improving your conversational
skill.
OCJC has an international program that allows students to study overseas at the community
colleges of the University of Hawaii. Of course you can also select to go abroad on your own, which
your OCJC advisors can help you with.
OCJC graduates have spread out all over the world. Some are actively engaged in businesses,
here and abroad, and others have continued their studies at 4-year colleges and universities in Okinawa
and mainland Japan with which OCJC has agreements. Also, many of our students have transferred
to 4-year colleges abroad.
Please look forward to and be ready to receive what OCJC can offer you. In the Japanese letter
I included some tips that will help you get a head start in the college.
I look forward to seeing you at our first schooling meeting on October 19th .

Sincerely,

Mayuko Sakuta
English Department Chair

合格おめでとうございます。

合格者の皆さまへご案内
合格のお祝いを申し上げます。沖縄キリスト教短期大学では、英語によるコミュニケーション
能力を養成するために、オーラルコミュニケーションを中心とした多様な授業が展開されていま
す。キリ短での学びがよりよい状態でスタートできるよう、入学までの間にやっておいていただ
きたいことをご案内いたします。充実した準備の時を過ごして下さい。

I.

高校で学んだことを総復習する


これまで英語の授業やその他の授業で学んだことを、復習してください。特に、英語の
授業で学んだ「英文法」は、これから構築する英語コミュニケーション能力の基礎とな
るものです。キリ短ではネイティブ･スピーカーによるオーラル･イングリッシュのクラ
スが週 8 時間あり、英語によるコミュニケーション能力の向上を目指しますが、基本的
な英文法が修得できていなければ最大限の効果が期待できません。特に「英文法」をし
っかり復習してください。



手元に適当な英文法の教材がない場合は、市販されている文法書などを利用しても構い
ません。例えば大学受験用の英文法参考書や英検２～３級の教本・問題集などを利用し
てもよいでしょう。あれこれつまみ食いするよりも、薄い参考書でも１冊を充分にこな
すほうが良いでしょう。



キリ短の英語科では、学生全員を対象に、入学時と１年次の終わりの２回、TOEIC の一
斉受験を実施しています。今回の入学生もさっそく４月に受験していただきますが、実
力を充分に発揮するためにも、市販の TOEIC の参考書などを利用した事前学習をお勧め
します。

英語科

Bridge Program（入学前スクーリング）

１回目：

10 月 19 日（土） 10：00～12：00 （SHALOM 会館１－１教室）
・教員の紹介、先輩のお話、お互いの紹介など
・課題（総合教育系より）課題配布
（英語科より）個人プロジェクトなどの説明
・Prep to College Life
・その他

2 回目：

12 月 1４日（土） 10：00～12：00 （SHALOM 会館１－１教室）
・課題（総合教育系）提出
・Prep to College Life
・その他

3 回目：

3 月 27 日（木）9：00～12：00 （SHALOM 会館１－１教室）
・入学予定者オリエンテーション
・プレイスメントテスト
・個人プロジェクト提出

10 月 19 日（土）の第一回目 Bridge Program でお会いすることを心から楽しみにしています。
沖縄キリスト教短期大学 英語科

問い合せ先：
沖縄キリスト教短期大学
教務課 早川
TEL：098-946-1235
FAX：098-946-1241
E-mail：kyomu@ocjc.ac.jp

