
Fri./ 13:00 - 14:30

SHIKIBU, Ayako

This course aims to have students create a personal history on the subject of yourself, 

detailing past and present events and background.

- Can describe events and background in detail.

- Can express subjective information in a way that is easy for the reader to understand and 

objective in structure.

First half　

(1) Summarize episodes about your past and present events and their backgrounds

(2) Summarize how you felt and think about the events and background

(3) Discuss (1) and (2) and then to edit the episodes.

　

Second half

Create a personal history with objective expressions and structure regarding the contents 

summarized in the first half.

 

The process will be changed depending on the number and level of students.

- Finding data and materials on the background.

- Writing should be done mainly outside of class.

first half of the episode: 30%; 

personal history:50%;

Mutual self-evaluation: 20%.

- 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) 3 class simultaneously or must 

have passed the same class in the past.

- To write a little bit each time, so make sure to set aside time for that.

- Communicate with others in a considerate manner.

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

instructor’s judgement. 

Intermediate Expression (Practical) 3Subject

Time(s)
Instructor(s)
Course Objectives

Course Goals

Course Schedule

Homework

Grading System

Additional Information

中
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金／13：00～14：30
式部　絢子
「自分」をテーマにして、過去と現在を巡る出来事や背景を詳細にまとめ、
「自分史」を作成することができる。
・出来事や背景を詳細に表現することができる
・主観的なことについても、読者が理解しやすく客観性がある構成で表現する

ことが出来る
・前半　
（１）自分の過去や現在の出来事、その背景についてエピソードをまとめる
（２）出来事や背景をどう思ったのかまとめる
　　（１）（２）について検討をする　　　
・後半
前半でまとめた内容について客観性がある表現や構成で、自分史を作成する
・背景についてのデータや資料を探すこと
・執筆作業は主に授業外で行うこと
・前半の原稿提出　30％　
・自分史の提出　50％
・相互自己評価　20％
・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。
・「中級表現（基礎）３」クラスを一緒にとっているか、過去に「中級表現（基礎）

３」クラスに合格していなければならない。
・毎回少しずつ執筆するので、そのための時間を確保すること。
・相手に配慮したコミュニケーションをすること。
・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。
参考図書：『わたしを語ることばを求めて ─ 表現することへの希望』　三省堂
牡川波都季（2004）
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成績評価の基準と方法
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中
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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

しき  ぶ あや  こ

きん

じ  ぶん か  こ げんざい めぐ で   き   ごと はいけい しょうさい

じ  ぶん  し さく せい

で   き   ごと はいけい しょうさい ひょうげん

しゅかんてき どく  しゃ り  かい きゃっかんせい こうせい ひょうげん

で   き

ぜんはん

じ  ぶん か  こ げんざい で   き   ごと はいけい

で   き   ごと

けん とう

はいけい おも

こう はん

ぜんはん ない よう きゃっかんせい ひょうげん こうせい じ  ぶん  し さく せい

はいけい し  りょう さが

しっぴつ さ  ぎょう おも じゅぎょうがい おこな

かい  め じゅぎょう おこな かなら しゅっせき

ちゅうきゅうひょうげん き   そ いっ しょ か   こ き　そちゅうきゅうひょうげん

ごう かく

まいかい

あい  て はい りょ

すこ しっ ぴつ じ  かん かく  ほ

さんこう

たんとうきょういん はんだん こと い どう うなが

と しょ かた もと ひょうげん き ぼう さん せいどう

せ がわ は づ き
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