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First semester : Online    Second semester : Face-to-Face

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

Mon. Wed.／10:30 - 12:00

First semester : ABE, Hitomi     Second semester : UMEDA, Etsuo

This course aims to have students choose appropriate words and phrases in presentations 

and effectively express themselves using persuasive techniques of expression.　

Students will acquire the ability to:

 (1) comprehensively express their opinions while considering the content of their 

presentations, situations and listeners, as well as examining sentence factors such as 

time series, implications and equal relationship; and

 (2) make persuasive presentations with clear structures using resumes and slides while 

appealing to an audience by relying on key words.　

Ⅰ. Preparing and performing presentations

　1. The basics of presentation

　　1) The basic structure

　　2) How to make slides

　　3) One sentence message and its development

　　4) Questions and answers at presentations

　　5) Presentation 1

　2. Improving presentations

　　1) Things related to listeners’ interests

　　2) Effective slides

　　3) Utterance, pronunciation, pause and prominence

　　4) From the listeners' viewpoints

　　5) Presentation 2

Ⅱ. To be clear and effective

　1. Selecting words

　2. Clear expressions

　3. Effective expressions

　4. The characteristics of Japanese　

Students will: 

- complete homework based on class activities;

- prepare manuscripts and PPT slides for presentations; and

- reflect on class activities and engage in assignments for pointing out something for the 

students to correct themselves when necessary.　

Assignments: 30%    Presentation 1: 30%   Presentation 2: 40%　

Handouts will be delivered in class when needed.

Students can be advised to move to other classes of different levels by the instructor.
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授業形式

曜日／時間
担 当 者
授業の目標

到達目標

授業計画

準備学習

成績評価の基準と方法

テキスト・教科書
備　　考

第１学期：オンライン　　第２学期：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。
月・水／10:30～12:00

第１学期：阿部　仁美　　第２学期：梅田　悦雄
発表において、適切な語句を選択し、説得力のある表現技法を用いて効果的に
表現できる。
（1）発表する内容や場、聞き手にじゅうぶん配慮し、時系列／包含／対立等々

の構成を検討したうえで、わかりやすく表現できる。
（2）レジュメやスライドを使い、キーワード等を頼りに聴衆に働きかけながら、

明確な構造を持った説得力のある発表ができる。
Ⅰ．プレゼンテーションの作成と発表
　１．プレゼンテーションの基礎
　　１）基本的な構成
　　２）スライドの作り方
　　３）一文メッセージとその展開
　　４）質問と答え方
　　５）発表１
　２．プレゼンテーションの改善
　　１）聞き手とのつながり
　　２）効果的なスライド
　　３）発声・発音・ポーズとプロミネンス
　　４）聞き手に配慮した話し方
　　５）発表２
Ⅱ．伝え方を考える
　１．語句の選択
　２．明快な表現
　３．効果的な表現
　４．日本語らしさとは
・授業活動に基づいた宿題が数回ある。
・発表の準備として、発表原稿の作成、PPTスライドの作成等が必要となる。
・授業活動について振り返り、課題が適宜出る。
課題達成（宿題および授業中の課題等）：30％、
発表１：30％、発表２：40％
必要に応じて、ハンドアウトを配付する。
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。

　　  じゅぎょうけいしき

　　よう  び　　  じ かん

　　  たん　 とう　 しゃ

　　じゅぎょう　　　もく ひょう

　　　とう たつもく ひょう

　　  じゅぎょうけいかく

　　 じゅん び がく しゅう

せいせきひょうか　　  きじゅん　  ほう ほう

　　　　　　　 きょう　か　しょ

　　　 び　　　　 こう

あ べ ひと み うめ だ えつ お
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