
Online

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

Fri./ 13:00 - 14:30

ENYO, Yumiko

This course aims to have students utilize knowledge and expressions acquired in 

Intermediate Expression (basic) 2 in practice.

<Written expression>

Students will acquire the ability to: 

- apply expressions to explain data, including tables and figures, in order to write an 

objective report of around 800-1200 letters; and,

- describe their interpretation of a Japanese verse.

<Oral expression>

Students will acquire the ability to:

- introduce someone’s contribution to the society in a form of three-minute oral 

presentation; and,

- read sentences, paying attention to characteristics of Japanese rhythm and intonation.  

(1) In oral presentation about introducing a person, students will:

- summarize the person’s bio; and

- write an introduction including their evaluation of the person’s activities to present 

them orally. 

(2) In the process of writing a paper about newspaper articles, students will engage in 

activities of:

- choosing one article they are interested in;

- reading the articles and summarizing their contents;

- examining tables and figures related to the articles; and

- preparing summaries of the information above in a form of a paper.

(3) For an activity of interpreting a verse, students will engage in:

- familiarize themselves with Japanese verse and their characteristics about rhythm;

- choosing one verse to write their interpretation about it; and

- introducing the verse and their interpretation, while paying attention to rhythm and 

intonation. 

Teacher will give instructions to students in class.

Introducing a person: 20%; A report on newspaper articles: 40%; Verse reading and 

interpretation: 40%

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 Expression (basic) 2 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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オンライン
※様々な理由により授業形式が変更となることがある。
金／13:00～14:30
延与　由美子
「中級表現（基礎）2」で得た知識や学んだ表現を活用し、実践的な練習を行う。
〈文章表現〉
・表やグラフなどのデータを用いるための表現を使って、客観的なレポート

（800-1200字程度）が書けるようになる。
・韻文についての自分の解釈を述べることができる。
〈口頭表現〉
・ある人物の社会貢献について調査し、３分程度の口頭発表の形式でまとめる

ことができる。
・日本語のリズムやイントネーションを意識して読むことができる。
（１）「私が紹介したい人」の口頭発表

・ある人物の略歴をまとめる。
・その人物についての評価を含む紹介文を書き、口頭で発表する。

（２）「新聞記事」についてのレポート作成
・自分が関心のある新聞記事を選ぶ。
・記事を読んで内容を要約する。
・記事に関係する表やグラフを調べる。
・以上の情報をレポート形式にまとめる。

（３）韻文の解釈と発表
・日本の韻文のジャンルと日本語のリズムについて学ぶ。
・好きな韻文をひとつ選び、それについての解説を書く。
・日本語のリズムとイントネーションを意識しながら、選んだ韻文と自分の

解釈を口頭で紹介する。
クラスの中で、教員が別途指示する。
「私の紹介したい人」発表 20%　「新聞記事」についてのレポート 40%　韻文

の解釈と発表 40%
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「中級表現（基礎）２」クラスを一緒にとっているか、過去に「中級表

現（基礎）２」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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