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2nd semester：Tue. Thu. ／14:45 - 16:15

YAMADA, Tomohisa

The goal of this course is to improve both the depth of content and skills in face-to-face 

and online presentations.

To improve the accuracy of your "presentation" in the following three situations:

1. Lecture: Listen to a lecture and improvise to convey your own ideas. 

2. Seminar: Natural exchange of conversation in group discussions. 

3. Conference presentation: To be able to give a smooth 10-minute presentation, including 

questions and answers.

This class is designed to facilitate face-to-face and online presentations on and off 

campus. However, it is not just about making a presentation and practicing speaking. For 

this reason, the class will be divided into the following three main parts: 

1. Basic speaking practice (reading aloud and dictation practice)

2. Presentation basics (definition of a good presentation, basics of slide creation etc..)

3. Individual practice (your own research and presentation)

*Class plans for all 32 sessions will be distributed at the first class.

You will be required these pre and post tasks;

1. to survey on discussion topics.

2. submission preparation of presentation manuscript and PPT slides.

3. submission of video on YouTube

1. amount of speech in class (group and whole): 30%.

2. submission of assignments (6 times): 5 points x 6 times = 30%.

3. final presentation (2 times): 20 points x 2 times = 40%.

Materials will be prepared by the instructor. Several books about presentation will be 

introduced in the class.

This class will be conducted online. 

Mondays are synchronous classes via Zoom, and Wednesdays are on-demand classes via 

YouTube video streaming. There will also be about three face-to-face classes.
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準備学習

成績評価の基準と方法

テキスト・教科書

備　　考

1学期：月・水／10:30～12:00　
2学期：月・水／14:45～16:15

山田　智久
対面、オンラインにおけるプレゼンテーションの内容の深まりとスキル両面の
向上を目指す。
次の３つの場面での「プレゼンテーション」の精度を上げる。
1．講義：レクチャーを聞いて即興で自身の考えを伝達できる。
2．ゼミ：グループでのディスカッションで意見のキャッチボールができる。
3．学会発表：10分程度のプレゼンテーションを質疑応答も含めて円滑に行える。
この授業は学内外での対面及びオンラインでのプレゼンテーションを円滑に行
うための授業である。だからといって、ただプレゼンテーションの原稿を作り、
話す練習だけには終始しない。そのため授業は大きく次の３つのパートに分け
て進める。
1．話すための基礎練習（音読とディクテーションの練習）
2．プレゼンテーションの基礎（良いプレゼンテーションの定義、スライド作成

の基礎）
3．個別練習（自分の研究とプレゼンテーション）
*全32回の授業計画は初回授業時に配布する。
1．授業項目に関する調査
2．発表原稿の作成、PPTスライドの作成。
3．YouTubeでの動画提出 
1．授業内での発話量（グループ、全体）：30％
2．課題提出（6回）：5点×6回=30％
3．最終発表（2回）：20点×2回＝40％ 
資料は教員が作成する。以下は参考文献とする。
1．堀公俊・加藤彰（2009）『ロジカル・ディスカッション』日本経済新聞出版社
2．前田鎌利（2021）『社内プレゼンの質疑応答術』すばる舎
3．大島弥生他（2012）『ピアで学ぶ大学生・留学生の日本語コミュニケーション』
　 ひつじ書房
4．山田智久（2018）『日本語教師のためのTIPS② ICTの活用』くろしお出版
5．山田智久・伊藤秀明編（2021）『オンライン授業を考える』くろしお出版
この授業はオンラインで実施される。月曜がZoomでの同期型、水曜がYouTube
動画配信によるオンデマンド型授業である。対面の授業も３回程度ある。
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