
Fri./ 10:30 - 12:00

SHIKIBU, Ayako

This course aims to have students read and understand in detail novels, literary works, etc. 

of some length and complexity.

Students will acquire the ability to:

- Understand the content of novels and literary works.

- To be able to read the author's intentions and messages

- To be able to discuss in class about their impressions after reading a work of literature

Session 1-13: Reading 3-4 literary novels in rotation

Session 14-16: Post-reading discussion and presentation

Students are expected to read and participate in the scheduled portion of each session.

- Submission of a “reading sheets” 40%

- Presentations 30% 

- Mutual self-assessment: 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 Comprehension (basic) 3 class simultaneously or 

must have passed the same class in the past.

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

instructor’s judgement. 
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Course Objectives

Course Goals

Course Schedule

Homework
Grading System
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金／10：30～12：00
式部　絢子
ある程度長く複雑な小説や文学作品等を読み、詳細に理解することができる。
・小説や文学作品の内容を理解することができる
・作者の意図やメッセージを読み取ることができる
・読後の感想等についてクラス内でディスカッションすることができる
1回目～13回目：文学小説3-4作品を輪読する
14回目～16回目：読後ディスカッションと発表
毎回、予定されている部分を読んで参加すること
・リーディングシート　40％
・発表　30％
・相互自己評価　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。
・「中級理解（基礎）３」クラスを一緒にとっているか、過去に「中級理解

（基礎）３」クラスに合格していなければならない。
・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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