
Fri./ 14:45 - 16:15

ICHIKAWA, Akemi

Practice more practical activities using the skills learned in "Intermediate Interaction 

(Basic) 2"

(1) To be able to interview Japanese people using "Prefatory expressions", "Back-channels", 

and "Fillers".

(2) To be able to work in groups or pairs to accomplish a task in Japanese.

(1) Communication gap

Discuss with the class about the mistakes and difficulties in communicating with 

Japanese people, as well as the differences between Japanese and other languages, and 

decide on a theme to present to the group.

(2) Interviewing Japanese people

Participants will decide in groups what questions they would like to ask Japanese 

people, conduct actual interviews, and present the results to the group.

(3) Voice acting challenge

Practice and present lines from movies and dramas until they are able to speak at a 

natural speed and intonation.

Depending on the number of students and their level, the way of proceeding will be 

changed.

Participants have to do some work at home using a computer, such as editing videos.

Class Participation (self-assessment, homework) 30%

Assignments (1) and (2): 20%×2

Assignment (3): 30%

- 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) 2" class simultaneously or must 

have passed the same class in the past.

Intermediate Interaction (Practical) 2Subject

Time(s)
Instructor(s)
Course Objectives

Course Goals

Course Schedule

Homework
Grading System

Additional Information

中

　級

Interm
ediate

中

　級

Interm
ediate

金／14：45～16：15
市川　明美
「中級やりとり（基礎）２」で学んだスキルを用い、より実践的な活動の練習を
行う。
（1）「前置き表現」「あいづち」「フィラー」などを使い、日本人にインタ

ビューすることができる。
（2）日本語を使ってグループまたはペアで協力して一つの課題を達成すること

ができる。
（1）コミュニケーションギャップ

・日本人とのコミュニケーションでの失敗談や難しい点、他の言語との違い
についてクラスで話し合い、グループでテーマを決めて発表する。

（2）日本人にインタビュー
・日本人に質問したい内容をグループで決め、実際にインタビューし、結果

をグループで発表する。
（3）声優に挑戦

・映画やドラマのセリフを自然なスピードとイントネーションで話せるよう
になるまで練習し発表する。

※受講生の人数、レベルによって進め方を変更する
・動画編集など、自宅でパソコンを使う作業がある。
・参加度（自己評価、宿題）30％
・課題（1）（2）20％×2
・課題（3）30％
・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）２」クラスを一緒にとっているか、過去に「中級

やりとり（基礎）２」クラスに合格していなければならない。

中級やりとり（運用）2科　　目

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

備　　考

か もく
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　　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

　　　 び　　　　 こう

ちゅうきゅう うん よう

いちかわ

きん

あけ み

ちゅうきゅう

まえ  お ひょうげん つか に  ほん じん

き　そ まな もち じっせんてき かつどう れんしゅう

に  ほん  ご つか きょうりょく ひと か  だい たっせい

しっぱいだん むずか てん ほか げん  ご ちがに  ほん じん

はな あ はっぴょうき

に  ほん じん

に  ほん じん しつもん

はっぴょう

ないよう き じっさい けっ か

せいゆう

えい  が し ぜん はな

ちょうせん

れんしゅう はっぴょう

じゅこうせい にんずう すす かた へんこう

どう  が へんしゅう じ  たく つか さ ぎょう

さん  か   ど じ　こ ひょう か しゅくだい

か だい

か だい

き    そ ごうかく

ちゅうきゅうかなら き    そ いっしょ か   こ ちゅうきゅう

じゅぎょうかい め おこな かなら しゅっせき
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