
A:Online    B:Face-to-Face

*The delivery mode is subject to change due to various reasons.

A:Mon. Wed./ 08:45 - 10:15    B:Tue. Thur./ 14:45 - 16:15

A:YAMAMOTO, Sayaka    B:IMAI, Fumiko

This course aims to enable: - students who have completed the introductory level to 

communicate using the expressions learned in the introductory level;

Students will acquire the ability to:

(1) briefly explain their feelings on familiar topics using appropriate expressions;

(2) ask questions about familiar topics depending on what others say, and reply to the 

questions they ask;

(3) give explanations to others using plain words and explain things in a different way 

when they don't seem to understand; and

(4) ask again or agree with others in an appropriate way.

(1) In the first half of this course, students practice giving a brief explanation of their 

country and campus life using appropriate expressions they have learned at the 

introductory level. Students also practice continuing communication by nodding or 

asking questions depending on what others say.

[Topics]

- Give a self-introduction.

- Talk about the geography and climate of your country.

- Teach how to cook a dish from your country.

- Talk about scenic spots in your country.

- Talk about events in your country.

- Talk about your hobbies and subjects of study

- Talk about your impression of people and landscapes in the city.

(2) In the latter half of this course, students practice communicating with others using 

appropriate expressions on various occasions in daily life through role playing.

[Scenes]

- Speak politely.

- Ask a favor.

- Invite someone; decline an offer.

- Give advice.

- Make an inquiry.

Topics and scenes may change.

Students are required to:

- prepare, before class, the content they wish to talk about regarding topics covered in the lessons;

- prepare for and review their classwork using computers and the Internet at home; and

- engage in out-of-class activities by themselves depending on the topic.

Quizzes, homework and attendance and so on: 50%; mid-term exams: 25%; end-of-term 

exams: 25%

Handouts will be delivered in class.

Students might move to different level according to instructor’s judgement.
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A：オンライン　B：対面
※様々な理由により授業形式が変更となることがある。
A：月・水／08：45～10：15　B：火・木／14：45～16：15
A：山本　さやか　B：今井　史子
・初級が終わったレベルの学生を対象として、主に初級で学習した表現を適切

に使ってやりとりができるようにする。
・身近な話題や日常的な場面で、自分の意見を言ったり、情報を交換したり、

話し合いをすることができるようにする。
（1）身近な話題について、表したい内容や気持ちに合わせて適切な表現を使っ

て、短く説明することができる。
（2）身近な話題について、相手の話を聞いて質問したり、質問に答えたりする

ことができる。
（3）相手にわかりやすい言葉を使って説明し、相手に正しく理解されなかった

ときは、話の内容を修正することができる。
（4）適切な形で聞き返したり、同調したりすることができる。
（1）前半は、自分の国や大学生活について、主に初級で学習した表現を適切に

使って短く説明する練習を行う。また、相手の話を聞いてあいづちをうっ
たり、質問したりして、会話を続ける練習を行う。　

　　【トピック】　　
　　　・自己紹介
　　　・地理、気候について話す
　　　・料理の作り方を教える
　　　・観光地を紹介する
　　　・出来事について話す
　　　・趣味や専門について話す
　　　・人や町の印象について話す　など
（2）後半は、ロールプレイを通して、日常生活のいろいろな場面で適切な表現

を使ってコミュニケーションをする練習を行う。
　　【場面】　　　　　
　　　・丁寧に話す
　　　・お願いする
　　　・誘う、断る
　　　・アドバイスする
　　　・問い合わせる　など
※扱うトピックや場面は変更する可能性がある。 
・毎週扱うトピックについて、どんなことを話すか、授業の前に考えておくこ

と。
・家でパソコン、インターネットを使った予習・復習が必要になる。
・内容によっては、学生同士での教室外活動が必要になる場合がある。  
クイズ・宿題・参加度など 50％、中間テスト 25％、期末テスト 25％
・ハンドアウトを配布する。
・担当教員の判断で異なるレベルのクラスへの移動を促されることがある。
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