
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:ABE, Hitomi    B:SATO, Junko

This course aims to enable:

- students who have completed Intermediate Interaction (basic) 1 to naturally

 communicate with others on a wider range of topics; and

- students to precisely choose words and speak politely depending on the situation.

Students will acquire the ability to: 

(1) talk about the topics they are interested in while drawing the attention of listeners;

(2) appropriately respond to the topics that other persons are interested in while asking 

questions;

(3) nod or chime in with short responses and add necessary information depending on the 

other's reaction; and

(4) deliver a simple preface or fixed expressions on formal occasions.

(1) In the first half of this course, students learn about the following items to which 

attention should be paid in real situations:

- Nodding

- Short responses during conversation

- Sentence-ending particles

- Polite expressions, spoken language and conversation styles

- How to start talking

- How to continue talking

- How to stop talking

(2) In the latter half of this course, students learn about the following items, which are 

necessary for formal discussion:

- Types of discussions and practice

- How to use words to soften awkward topics

- How to seek the opinions of others

- How to assert your opinions

Students are required to:

(1) proactively and cooperatively prepare for and discuss lessons even outside class hours, 

because many tasks are conducted in pairs or groups;

(2) complete allocated preparations and assignments before attending classes; and

(3) prepare for quizzes.

Quizzes: 25%; assignments: 25%; mid-term exam: 25%; end-of-term exam: 25%

Handouts will be delivered in each class when needed.

- Attendance at the first class is mandatory because students are supposed to take a test to

 check their levels.

- Students may be suggested to change a class with a different level based on the  

 instructor’s judgement.
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※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：阿部　仁美　B：佐藤　淳子
・中級やりとり１を修了した学生を対象として、より幅広い話題について自然

にやりとりができるようにする。
・正確に言葉を使い、その場にふさわしい丁寧さで話すことができるようにす

る。
（1）自分の関心があることについて、相手の興味を引きながら述べることがで

きる。
（2）相手の関心があることについて、質問等を交えながら適切に反応すること

ができる。
（3）相手の反応を見ながら、適切なフィラーやあいづちなどを入れたり、必要

な情報を追加したりして対応できる。
（4）フォーマルな場面で、簡単な前置きや定型表現などを添えることができる。  
（1）前半は、実際のやりとりの場面で注意が必要な以下の項目について学ぶ。
　・あいづち
　・フィラー
　・終助詞
　・敬語
　・話し言葉と会話のスタイル
　・話の始め方
　・話の続け方
　・話の終わり方
（2）後半は、フォーマルなディスカッションを行うために必要な以下の項目に

ついて学ぶ。
　・ディスカッションの種類と練習
　・クッション言葉の使い方
　・相手の意見の聞き方
　・意見の主張のしかた
（1）ペアやグループでの作業が多いので、授業時間以外にも準備や打ち合わせ

を積極的・協調的に行うこと。
（2）指示された予習や課題は必ずしてから授業に出席すること。
（3）クイズを行うので、準備してくること。
クイズ25％、課題25％、中間テスト 25％、期末テスト 25％  
必要に応じて、その都度ハンドアウトを配付する。
・１回目の授業でレベルチェックテストをするので、必ず出席すること。
・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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