
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：YAMAHATA, Tomoyuki　B：ICHIKAWA, Akemi

This course aims to have students describe and express complicated subjects logically, 

clearly and in detail.

Students will acquire the ability to:

(1) use expressions with various nuances depending on the situation using a number of 

styles such as nominalization, suspended form, proper conjunction, subjunctive and 

negation;

(2) draw up simple reports and express valid opinions with a paragraph construction of 

introduction, body and conclusion;

(3) appropriately use effective vehicles to make roughly 10-minute presentations; and

(4) sort out key points in a short time (around 2 minutes) and make speeches with an 

awareness of the degree to which the other people understand, as well as evaluate other 

people's speeches and make appropriate comments.

Students will engage in: 

- learning adequate vocabulary/sentences/structures in preparing reports;

- quoting references and data to draw up valid reports;

- learning how to properly make presentations and speeches; and

- thinking of, preparing and making presentations using appropriate slides.  

Teachers will give instructions to students in classes.

Tests: 60%; reports and presentations: 40%

Handouts will be delivered.

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

check their levels.

- You may be asked to move to a class of a different level at the discretion of the instractor.
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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：山畑　倫志　B：市川　明美
複雑な話題について、論理的に明瞭かつ詳細に記述・表現することができる。
（1）名詞化、連用中止法、適切な接続詞、仮定や否定等の内容に応じたニュア

ンスを加えた表現を用いることができる。
（2）序論・本論・結論等の構成で、簡単なレポートを書いたり、根拠のある意

見を述べることができる。
（3）有効な媒体を適切に使い、10分程度のプレゼンテーションをすることがで

きる。
（4）２分程度の短い時間で、要点をまとめ、聞き手の理解を意識しながらスピ

ーチすることができる。また、他者のスピーチを聞いて評価し、適切なコメ
ントをすることができる。

・レポートを書くにあたり、適切な語彙、適切な文、適切な構成を学ぶ。
・参考文献やデータを引用し、根拠のあるレポートを書く。
・適切な発表のし方やスピーチの方法を学ぶ。
・適切な発表スライドを考え、作り、実際に発表する。
クラスの中で教員が指示する。
テスト 60％　レポート・プレゼン等の課題 40％
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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