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コース概要 

このクラスは、初中級の学習者のための会話クラスである。授業では、さま

ざまな場面でのロールプレイやアクティビティなどを行い、日常生活の中で

使える実践的な日本語を習得する。また、自分の考えや意見を話す練習を

行い、日本の文化を理解した上で、日本人とより自然で円滑なコミュニケー

ションができる会話能力を身につけることを目標とする。 

対象：初中級～中級の学生 

 

使用教材 

プリント配布 

課題／宿題 

この授業では随時課題を出す。課題を期限までに提出すること。 

出席 

出席が求められる。欠席する場合は必ず連絡すること。80％以下になった

場合、成績は出ない。また、遅刻 3回で欠席 1回とする。 

 

評価 

評価は以下の項目によって行われる。 

この授業では授業への積極的な参加が求められる。 

     

授業への参加度 ４０％  

課題・宿題 ２０％     

発表            ３０% 

出席           １０％ 

 

スケジュール 

以下のスケジュールは学生の人数、日本語レベル、興味、進捗状況及びそ

の他の事情により変更する。  

     

第 1回 自己紹介・お互いのことを知ろう   

第 2回 友達と出かける 

第 3回 頼んだり、相談したりする  

第 4回  話題を探す ① 

第 5回 話題を探す ②  

第 6回 話を続ける ①  

第 7回 話を続ける ②  

第 8回 説明する  

第 9回  意見を述べる   

第 10回  ディベート  

第 11回  エピソードを話す  

第 12回  留学生活について  

第 13回  発表   



Osaka Gakuin University, Fall 2022-23 

 

Japanese Communication Skills 
(Lower Intermediate ～ Intermediate) 

 

Instructor: 

 

Ms. Chihiro Sanford 
Email:   cinoueogu@gmail.com  

Class hours:  Fri 13:30-15:15 
Office:  01-04-01 

Subject code: 1050 

Course Outline: 

This is a Japanese conversation course designed for students 

who have completed beginner Japanese courses and want to 
improve their conversation skills.  Students will learn 

practical Japanese which they can use in their everyday lives 
through participating in roleplays and interactive situations in 

this course.  They will also practice expressing their own 
thoughts and opinions in Japanese. Upon successful 

completion of this course, students will be able to carry on 

more natural conversations in Japanese and deepen their 
understanding of Japanese culture.  
 

Target Japanese Level: lower-intermediate～Intermediate  

Textbooks: 

Handouts will be supplied by the instructor. 

Assignments: 

Homework will be assigned by the instructor. Students are 

expected to submit their homework by the deadline. 

 

Attendance: 

Class attendance is mandatory. You must inform your teacher 

if you will be absent. If your attendance is less than 80 
percent of the total attendance, you will not receive a 

grade/credit. If you are late for class three times, it will be 
counted as one absence. 

Grading Policy: 

You will be graded based on the following criteria. Active 
participation in class will greatly contribute to your grade. 

Performance in Class  40% 
Homework Assignments 20% 

Speech Presentation  30% 
Attendance                10% 

Schedule: 

The schedule below may change depending on circumstances 

not limited to: class size, level, student needs, advancement 

and others. 

Class 1:  Introduction/Getting to know each other 
Class 2:  Going out with a friend  

Class 3:  Asking a favor/Asking for advice  
Class 4:  Finding a conversation topic 1  

Class 5:  Finding a conversation topic 2  
Class 6:  Continuing a conversation 1  

Class 7:  Continuing a conversation 2 
Class 8:  Explaining  

Class 9:  Expressing opinions  
Class 10:  Debate  

Class 11:  Telling a story about yourself 

Class 12:  Discussion: Study abroad experience  
Class 13:  Speech Presentations  


