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Online（The first class and final presentations in‘Reading literature’will be conducted 

face-to-face.）

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

Tue. Thur.／10:30 - 12:00

HIRATA, Miki　SATO, Junko

This course aims to have students gain an understanding of technical academic texts and 

explain them using their own words as appropriate for various contexts.

Students will acquire the ability to:

-read and understand a whole book and clearly explain its contents to others.

- listen to technical academic lectures, then proceed by reading papers, academic books 

and articles, gaining a detailed understanding of their contents.

- collect and collate a variety of information and data to draw a conclusion,　compare it 

with other data, and critically analyze it to clarify problems and find themes.

Reading literature:

-In consultation with the instructor, students will select a book to read during the semester.

 (E.g. Academic books, books on science or academic topics for general audiences, 

novels, etc.)

-Make a reading plan so that they can finish reading in a semester.

-Share a summary or new information with others in the classroom.

-Conduct a book talk at the end of the semester and argue for why others should read your 

book.

 Listening to lectures:

This involves not only "listening" but also understanding lecture content, gathering 

related data and literature, finding issues independently, and examining and verifying 

them. Lessons proceed as follows:

(1) Listening to lectures

Students will watch and take notes on various lectures posted online. Their final goal is 

to explain the lecture content to others.

(2) Self-guided investigation

Students will choose one topic from among those covered in (1) and gather literature and 

data to gain a further understanding. They will examine things they are particularly 

interested in or things that have remained unclear even after they have examined and 

checked into them via questionnaires and so forth. Their goal is to analyze the data 

gained through the investigation and organize the results to make presentations about it.

Students are required to:

- read a book following their own reading plans.

- prepare for and review lessons using the internet.

Assignments 50%　Quizzes 10%　Final presentation x2 40%

Reading literature: Buy the book you select.

Listening to lectures: Handouts
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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

オンライン（「本を読む」の初回と発表は対面予定）
※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／10:30～12:00

平田　未季、佐藤　淳子
高度な文章や専門学術的な内容を理解し、自分の言葉・文脈で説明することが
できる。
・ある程度の長さの文献を読み、その内容を理解した上でわかりやすく他者に

伝えることができる。
・専門学術的な講義を聞いた上で、論文や学術書、記事などを読んでその内容

を詳細に理解し、わかりやすく説明することができる。
・収集したさまざまな情報やデータを集計してまとめ、結論を導いたり、比較

したり、批判的に分析して課題やテーマを見つけたりすることができる。
この授業は「本を読む」と「講義を聴く」の2つの活動に分かれている。
「本を読む」
まず、受講者は、教員と相談しながら自らが学期を通して読む本（学術書、新
書、小説など）を選ぶ。その後、読書計画を立て、学期中に1冊を読了すること
を目指す。授業ではその週に得た情報、内容を短くまとめて他者に伝える。学
期末には、それぞれが選んだ本についてその魅力を伝えるブックトークを行う。
「講義を聴く」
この活動は単なる「聞き取り」ではなく、講義内容を理解し、関連するデータ
や文献を集め、自ら課題を見つけて調査し、検証することまでが含まれる。授
業は以下のような流れで進める。

（1）講義を聴く
オンラインで公開されている様々なトピックの講義を視聴し、講義ノートを書
く。最終的に、講義の内容を他の人に説明できるようになることを目指す。 

（2）自主調査
（1）で扱ったトピックの中から一つ選び、特に興味のあることについて文献やデ
ータを集め、更に深く理解する。調べたことをまとめ、資料を作って発表する。
・自らの計画に沿った読書
・インターネットを使った予習・復習
毎回の課題50%、クイズ10%、最終課題（発表×2回）40%
「本を読む」：選んだ本を購入する
「講義を聴く」：ハンドアウトを配布する　
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　　 じゅん び がく しゅう
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