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This course enables students to contribute to common goals through selecting most 

effective methods for discussion in given situations, while considering relationships with 

participants, and building mutual understandings.　

Students can skillfully object to the participants' opinions or correcting them while 

considering their relationships.  They can also manipulate the conversation in order to 

build better relationships by adjusting their speech in response to the participants.　

1. Students will plan and conduct interviews for three participants who differ in ages and 

levels of familiarity.  The students will write Emails to make requests for participants, 

and to appreciate for their participation.  Recordings of the interviews as well as Email 

exchanges will be shared in class to learn effective commnicative strategies.

2. As preparation, the students will engage in discussion about interview contents.  They 

will also study expressions that foster good relationships in role-play activities.

3. Students will listen to other students' interviews to review.　

(1) Students may need to work on activities with Japanese speakers outside the class.

(2) The class will utilize class discussion.  Students' active participation is required.

(3) The topic of class will include abstract issues such as social problems.  Therefore, 

knowledge of words and expressions of the intermediate level is prerequisite.　

Class participation (including contribution for discussion) 10%; Interview assignments 

40%; Email assignments 30%; Feedback to other students 10%; Other assignments and 

quizzes 10%　

Handouts will be delivered in each class when needed.　　

- Students should attend the first class when level check tests will be conducted.

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

judgement.
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月・水／08:45～10:15

延与　由美子
与えられた場面・関係性・状況の中で、もっとも効果的な方法で議論しあい、
相互理解を導くことにより、共通の目的の達成に寄与することができる。
相手との関係性に配慮しながら、相手の意見に上手に反論・訂正でき、さらに
相手の反応に応じて自分の話し方を適切に変えながら、関係改善に向けてやり
とりを操作することができる。
（1）親疎の度合いや年齢の異なる3名に対し、インタビューを企画・実施する。

その際、インタビュー前の相手への依頼や、インタビュー後のお礼をメー
ルで行う。インタビューの録音、及びメールによるやりとりを授業内で共
有し、修正しあうことで、より効果的なストラテジーを学びあう。

（2）インタビューの準備段階として、インタビュー内容に関する授業内の討議、
また相手に配慮した表現のロールプレイ練習を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

（3）インタビュー実施後のふりかえり活動として、他の学生のインタビューを
聴き、フィードバックを行う。

・授業の性格上、日本語話者との教室外活動が必要となる可能性がある。
・授業内容は、授業内での互いの発言などをリソースとするため、グループ活

動への積極的な参加が求められる。
・授業では社会問題など抽象度の高い話題について扱うため、中級修了程度の

語彙・表現が理解できなければならない。
参加度（討議への貢献度などを含む）10%、インタビュー課題 40%、メール課
題30%、他へのフィードバック10% 、その他の課題及びクイズ10%
必要に応じて、その都度ハンドアウトを配付する。
・1回目の授業でレベルチェックテストをするので、必ず出席すること。
・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。
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