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This course aims to have students deeply understand and interpret textbooks, as well as 

discuss questions covered in the textbooks and summarize individual interpretations.

Students will acquire the ability to share the processes involved in understanding 

textbooks and will be able to deeply understand them, as well as to plainly explain the 

grounds for their interpretations to other students and critically study the textbooks.

(In the former half of the lesson)

● Interpretation and discussion of textbooks: Students will engage in:

1) interpreting textbooks derived from commentaries and essays;

2) discussing the questions covered in the textbooks in class over how to interpret the 

questions; and

3) formulating their own opinions.

Note: Items #1-#3 are conducted as a set of activities.

(In the latter half of the lesson)

● Facilitation of the interpretation and discussion of textbooks (as group work): Students 

will engage in:

1) selecting subjects (materials) they wish to discuss and set questions;

2) examining how to discuss certain topics; and

3) discussing the above topics in class.

● Summary

- Comments about other students' self-evaluations

Note: Presentation methods may vary depending on the number and level of participants.

Students are required

- read textbooks used in class based on the preparation sheet beforehand; and

- submit mini-reports assigned in the final lesson in each term.

- Submission of comprehension sheet: 30%

- Submission of mini-reports: 50%

- Comments about other students' self-evaluations: 20%

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.

- This course is focused on group work. Students, therefore, have to cooperate with each 

other.

- Students may be suggested to change a class with a different level based on the 

instructor’s judgement.
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成績評価の基準と方法
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備　　考

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。
火・木／08:45～10:15

式部　絢子
テキストの深い理解と解釈を目指す。
またテキストの問いを巡り、議論し、個人の解釈をまとめる。　  
テキストを理解する過程を他者と共有し、解釈を深める。また、解釈の根拠を
わかりやすく他者に説明し、批判的に検討できるようになる。
〈前半〉
●テキストの解釈と議論
①　論評・エッセイなどを題材にテキストを解釈する
②　設定した問いに対し、解釈を巡ってクラスで議論する
③　自分の意見をまとめる
①～③を１タームとして進める。
〈後半〉
●テキストの解釈と議論をファシリテートする（グループワーク）
①　クラスで話したい題材（テキスト）を選び、問いを設定する
②　議論の進め方を検討する
③　クラスで議論する
●まとめ
・相互自己評価   
※受講者の人数、レベル、授業形態の変更（オンラインか対面か）によって進
め方を変更する
・授業で扱うテキストを「予習シート」沿って、事前に読んでおくこと
・タームごと、最後に課す「ミニレポート」の提出
・「理解シート」 30%
・「ミニレポート」50%
・相互自己評価　20％   
ハンドアウトを配付する。　 
ハンドアウトをまとめるファイルを各自用意しておくこと。
・１日目の授業でレベルチェックテストするので、必ず出席すること
・グループワークが中心になるので、協力的な態度が望まれる
・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。
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