
Tue. Thur.／14:45 - 16:15

ABE, Hitomi

This course aims to have students achieve their goals by choosing the most effective 

communication methods while paying attention to other persons on various occasions.

Students will acquire the ability to choose words and expressions appropriate for the 

situation while paying attention to listeners, thereby continuing communicating with 

others by confirming the effectiveness of used words and expressions or modifying them 

when needed.

This course aims to help students acquire skills for dialogues necessary in academic 

situations through the following methods:

(1) In the former half of the course, students will engage in role playing on a situational / 

functional basis and will provide feedback to each other. They will learn skills 

appropriate for dialogues by exchanging opinions in class.

(2) In the latter half of the course, each group of a few students will prepare for and make 

their actual presentations in and outside class.

Students are required to prepare for quizzes in each class.

Attendance: 40% (awareness sheet: 20%; quizzes: 20%); exams: 60% (mid-term exam: 

20%; end-of-term exam: 20%; presentations: 20%)

Handouts will be delivered in each class when needed.

- Attendance at the first class is mandatory because students are supposed to take a test to 

check their levels.

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

instructor’s judgement.
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火・木／14:45～16:15

阿部　仁美
様々な場面や状況の中で、相手に配慮しつつ、もっとも効果的な方法を選択し、
共通の目的の達成に寄与することができる。
聞き手に配慮しながら、場面に適切な語彙・表現を選ぶことができ、さらに、
その効果を確認・修正し、やりとりを進めていくことができる。 
この授業では、アカデミックな場面で必要とされる対話のスキルを、以下の方
法で身につけていく。
（1）前半は、機能別、場面別にロールプレイを行い、相互にフィードバックを

行う。クラス内で発表をし、意見交換を行い、好ましい対話のスキルを学
ぶ。

（2）後半は、2－3人で最終発表に向け、準備を行い、最終発表をクラス内外に
向け行う。

毎回クイズを行うので、準備をしてくること。
参加度40%（気付きシート20%、クイズ20％）、試験60％（中間テスト20%、期
末テスト20%、最終発表20％）
必要に応じて、その都度ハンドアウトを配布する。
・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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Advanced

　　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

　　　　　　　 きょう　か　しょ

　　　 び　　　　 こう

あ　べ ひと み
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