Speaking Classes: Guidelines for Students
スピーキングクラス：学生用ガイドライン
Speaking classes will be evaluated on the basis of English ability and attitude. Because this is a
skills-based course with a strong emphasis on continuous assessment, it is very important to attend
class.
スピーキングクラスは，学生の態度と英語力で評価を行う。本授業は教室内での評価の
積み重ねに重きを置くスキルベースの授業であるため，授業への出席は非常に重要となる。
1. English Ability（英語力）
Your English-speaking skills will be primarily evaluated on the basis of your performance (social
interaction; self-expression; vocabulary and grammar) in doing classroom tasks (including tests).
Homework will also be taken into account. In some courses, there will be an end-of-term test.
英語力は，主に教室でのタスク（テストを含む）におけるパフォーマンス（インテラク
ション，自己表現，語彙，文法）にもとづいて行う。宿題も考慮に入れられる。授業によ
っては，期末試験も行われる。
2. Attitude（コミュニケーションへの積極的態度）
You should demonstrate a commitment to study and willingness to communicate with the other
members of the class including your teacher, reflected in your attendance and activity as specified
below:
学習への取り組みと他の学生とのコミュニケーションを行う意思を示す必要がある。こ
れは，以下に示す出席と授業内での活動によって評価される。
Attendance（出席）
You are expected to attend at least six classes. If you are going to miss a class, please inform
your teacher.
最低 6 回の出席が求められる。欠席する場合は，教員に連絡をすること。
Activity（活動）
You must be an active member of the class and must demonstrate the following:
積極的に活動し，以下の点が求められる。
1) A willingness to interact with other members of the class including your teacher.
授業内で他者（含教員）とインタラクションをする意思
2) A willingness to engage positively in classroom tasks and overcome breakdowns in
communication.
授業内でのタスクに積極的に関り，コミュニケーション時にすぐに理解・表現で
きない場面があってもコミュニケーションの継続を試みる意思

3. Evaluation components（評価の観点）
(1) Social interaction（インタラクションとしての会話）
You should be able to:
1. produce intelligible pronunciation and use appropriate intonation;
明瞭な発音と適切なイントネーションで話をすることができる
2. respond appropriately to what is spoken;
話されていることについて適切に反応することができる
3. produce utterances which include a sufficient amount of relevant information.
十分な量の関連情報を発話することができる
(2) Self-expression（自己表現）
You should be able to:
1. demonstrate logical and persuasive reasoning;
論理的，説得的に表現をすることができる
2. express your ideas and opinions clearly in public.
人前で自分の考えや意見をはっきりと述べることができる
(3) Vocabulary and Grammar（語彙・文法）
You should attain sufficient lexical and grammatical knowledge to communicate effectively in a
variety of situations such as those listed under “Contents” in the syllabus.
シラバスに示されるような様々な状況において効果的にコミュニケーションを行うため
の十分な語彙と文法の知識を有している
(4) Attitude（コミュニケーションへの積極的態度）
You should:
1. demonstrate a positive attitude towards communication activities;
コミュニケーション活動に積極的に取り組んでいる
2. endeavor to overcome any breakdowns in communication that may occur.
すぐに理解・表現できない場面があっても円滑なコミュニケーションの継続を試
みている

