
A：Online　B：Face-to-Face

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

A：Mon. Wed./ 10:30 - 12:00　B：Tue. Thur.／13:00 - 14:30

A：FUJIWARA, Asa　B：ASAI, Misa

This course aims to have students convey a significant amount of information using 

appropriate words and sentences.

＜Written expression＞

Students will acquire the ability to:

(1) understand the difference between written words and spoken words, and use various 

expressions for definition, quotation, reason and purpose, and comparison; and

(2) create sentences using conjunctions, understand punctuation marks and sentence 

structures, and develop sentences using paragraphs.

＜Oral expression＞

Students will acquire the ability to:

(1) make a speech of a few minutes in length;

(2) use basic academic presentations.   

＜Contents＞

(1) Speech style/Writing style

(2) Formal expressions

(3) Expressions for reasons and purposes

(4) Conjunctions

(5) Expressions for defining

(6) Expressions for quoting　

(7) Presentation

(8) Comparison/Contrast　

＜Topic＞

(1) Introducing my university 

(2) My specialty and reason for choosing

(3) Introducing my country

(4) My recommendation for a gift from my country

(5) Stereotype

(6) Influence from Japan in my country/ Influence from my country in Japan

(7) My country and Japan

Teachers will give instructions to students in classes.

Tests: 50%; assignments:50%

Handouts will be delivered in each class.

- 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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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／10:30～12:00　B：火・木／13:00～14:30
A：藤原　安佐　B：浅井　美佐
ある程度まとまった内容を、適切な言葉や文を使って表現する。
＜文章表現＞
（1）書き言葉と話し言葉の違いを理解し、定義、引用、理由と目的、比較の表

現などを用いることができる。
（2）接続詞を用いて文章を組み立て、句読点や文章の構成を理解し、段落を用

いて文章を展開することができる。
＜口頭表現＞
（1）2、3分のスピーチをすることができる。
（2）アカデミックプレゼンテーションの基礎を学ぶことができる。
<学習内容＞
（1）文末の統一
（2）書くときによく使う言葉
（3）理由と目的の表現
（4）接続詞
（5）定義して説明する
（6）他者の意見／自分の意見を分けて書く
（7）プレゼンテーション
（8）比較/対比
<扱うテーマ>
（1）私の大学の紹介
（2）専門を選んだ理由と目的
（3）私の国の紹介
（4）私の国のおすすめのおみやげ
（5）ステレオタイプ
（6）私の国にある日本／日本にある私の国
（7）私の国と日本
クラスの中で教員が指示する。
テスト 50％、課題 50％
資料を配布する。
・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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