
Face-to-Face

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

Fri./ 14:45 - 16:15

MIZUTANI, Keiko

This course aims to have students perform　practical activities using skills acquired in 

Intermediate Interaction (basic)　3, thereby naturally communicating with others while 

paying attention to their　circumstances and feelings.

Students will acquire the ability to: 

(1) hold to their opinion while recognizing others who deliver different opinions in 

debates; and

(2) talk and behave from the other person's perspective and continue communicating with 

him/her using words appropriate for the situation.

(1) Discussions in online bulletin boards and debates (group work); Students will engage 

in:

- brainstorming themes on online bullet in boards;

- collecting literature, documents and data related to the theme, thereby coming up with 

persuasive grounds for argument;

- formulating their own arguments, estimating the arguments of others and preparing 

counterarguments;

- reviewing recorded images to confirm the points of dialogues.

(2) Mini-drama shooting (group work); Students will engage in:

- settling on subject matter of problems common to students (such as those related to 

lifestyles, those between friends, those in campus life and those related to future 

education and careers) and trying to come up with their solutions.

- drawing up a 10- to 15-minute scenario by properly choosing attitudinal expressions 

depending on the conversational partner, situation and type of issue.

Students will engage in:

(1) proactively cooperating with each other in preparations and discussions even outside 

of class hours since they have to be involved in a number of group activities; and

(2) sometimes performing tasks at home on a computer. 

Participation for (1) and (2): 40%; debate for (1): 30%; mini-drama for (2):30%

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 must take the Intermediate Interaction (basic) 3 class simultaneously or must 

have passed the same class in the past.

- 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。
金／14:45～16:15
水谷　圭子
「中級やりとり（基礎）３」で習得したスキルを用い、相手の立場に立って状
況や気持ちを考えたやりとりが自然にできるよう、実践的な活動練習を行う。
（1）ディベートで、異なる意見を述べる場合に、相手を尊重した上で自分の意

見を通すやりとりができる。
（2）課題制作で、相手の立場に立った話し方や態度、その場面にふさわしい言

葉を使って会話を続けることができる。
（1）オンライン掲示板やディベートでのやりとり（グループワーク）

・テーマ（論題）についてオンライン掲示板で自分達の意見を出しあう。
・テーマに関する文献・資料・データを収集し、説得力のある根拠を絞る。
・立論を組み立て、相手チームの立論を予想し、反論を考える。
・賛成チームと反対チームでディベートを行い、勝敗を決める。
・録画した映像を見ながらフィードバックを行い、やりとりの確認をする。

（2）「ミニドラマ」の制作（グループワーク）
・学生の身近で起こる問題を題材にし、問題が起きた時の解決策について

考える。
（生活上の問題、友人間で起こる問題、大学生活で起こる問題、進学や就

職の悩みなど）
・話す相手、状況、問題によって、待遇表現を適切に選びながら10～15分

程度のシナリオを作成する。
・動画を作成して発表する。

（1）学生同士での教室外活動が多いので、積極的・協調的に打ち合わせや準備
を行うこと。

（2）自宅でパソコンを使い、作業を行う場合がある。
（1）（2）参加度 40％ （1）のディベート 30％、（2）のミニドラマ 30％　
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行うので、必ず出席すること。
・必ず「中級やりとり（基礎）３」クラスを一緒にとっているか、過去に「中

級やりとり（基礎）３」クラスに合格していなければならない。
・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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