マルチリンガル・エキスパート養成プログラム（MLE）／Academic English Support Desk

平成 28 年度 英語プレゼンテーション講座

（Academic Discussion Skills & Presentations）
募 集 要 項
マルチリンガル・エキスパート養成プログラム（MLE）では、英語プレゼンテーション個人指導プログラム（Academic
English Support Desk）の一環として、全学の学生（大学院生および学部生）を対象とした集中講座を開講します。
様々なトピックに関するディスカッションは、英語の論理的思考を身に着けるためには欠かせません。また、プレゼンテーション全
体の構成方法や発音・身振り手振りをはじめとするテクニックに関するレクチャーは、今後も国際学会をはじめとする様々な場で
英語での発表の機会を持たれるみなさんの役に立つはず。指導経験豊かなネイティブ講師とともに、この夏に英語プレゼンテー
ションのスキルアップを目指しませんか。
全12日間から成る本講座には、効果測定を目的としたTOEFL-ITP試験（無料）の受験日も含まれます。講座受講希
望者は、下記の要項を確認の上、所定の申請書を MLE 担当者までお送りください。

1. 受講資格
大阪大学に所属する全ての学生（大学院生および学部生）

2. 受講期間・受講時間
9 月 13 日 (火), 14 日 (水), 15 日 (木), 16 日 (金), 20 日 (火), 21 日 (水), 23 日 (金), 26 日 (月),
27 日 (火), 28 日 (水), 29 日 (木), 30 日 (金)
※ 各日3 コマずつの開講（①10：30～12：00

②13：00～14：30

※ 9 月 27 日（火）のみ 2 コマ（①10：30～12：00

③14：40～16：10）

②13：00～14：30）

※ 9 月 29 日（木）に TOEFL-ITP を実施（10:00～13:00）

3. 定員
20 名（定員に達し次第に募集終了）
4. 実施場所
吹田市山田丘 1-1 吹田キャンパス IC ホール 2 階講義室 Room5
※アクセス http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/suita/suita.html （地図上の③）

5. 募集期間
平成 28 年 7 月 19 日（火）～平成 28 年 7 月 31 日（日）

6. 担当講師：
Tom Overton-Clarke（トム・オーヴァートン‐クラーク）
シドニー大学（English language and literature）卒業後にオーストラリア、英国、日本などで英語教師とし
てのキャリアを積む。日常会話、ビジネス、アカデミックライティング、IELTS など幅広い教授経験を持っています。
2016 年よりブリティッシュ・カウンシル大阪に勤務。英語を外国語として教える国際教授資格ケンブリッジ CELTA
を取得しています。

7. 授業概要（各回の内容については、下記シラバスを参考にしてください。）
By the end of the course students will be better able to:



participate actively in a formal discussion



give a clear, systematically developed presentation on a topic within their field



take follow up questions from members of the audience

This course is designed to train participants in academic discussion and presentation skills. The
focus of the lessons will be to enable participants to speak more effectively in English by
providing both the language and the productive and interactive communication skills the
students require including pronunciation. There will be a strong emphasis on learning through
doing, so the participants will have plenty of chance for practice through taking part in academic
discussions and delivering presentations, with feedback from the teacher.
At the end of the course participants will be expected to deliver a presentation about an
academic topic within their field and take questions from the audience. Students will be
encouraged to speak English in class at all times.
8. 申込方法
別紙の受講申請書に必要事項を記入の上、multilingual@lang.osaka-u.ac.jp 宛にメール添付にて提出。（担
当者からの受取確認の返信をもって、受講申請の受理とします。）
※本講座の受講者には、9 月 29 日（木）に実施される TOEFL-ITP の受験が義務付けられます。万一当日の
受験が難しい場合は、講座受講後に TOEFL-ibt を受験し、そのスコアを MLE 事務宛に提出していただきます。

【 問 い 合 わ せ 先 】
言語文化研究科・外国語学部箕面事務室 マルチリンガル・エキスパート養成プログラム（MLE）
TEL: 072-730-5062

Email: multilingual@lang.osaka-u.ac.jp

URL: http://www.mle.osaka-u.ac.jp/.

（参考）講座シラバス

※授業進度に応じて変更される場合があります。

Topic

Contents

Lesson 1

Introduction to the course

Basic discussion skills

Lesson 2

Education

Giving and asking for opinions, agreeing and

Lesson 3

Internet and technology

disagreeing
Giving and asking for reasons and examples

Lesson 4

Planning a presentation 1

Brainstorming

Lesson 5

Sports and competition

Clarifying and asking for repetition

Lesson 6

I’m an expert

Asking and answering thinking skills questions

Lesson 7

Planning a presentation 2

Logical structure and organisation

Lesson 8

Age limits

Giving opinions, agreeing and disagreeing (review)

Lesson 9

Opening a presentation 1

Kicking off

Lesson 10

The individual and society

Talking about advantages and disadvantages

Lesson 11

Opening a presentation 2

Creating a hook

Lesson 12

Hopes and fears

Designing an ideal society

Lesson 13

Signposting 1

Signalling you are opening and closing a section

Lesson 14

Blood types

Expressing belief

Lesson 15

Signposting 2

Other signposting

Lesson 16

Entrance exams

Supporting opinions

Lesson 17

Closing a presentation 1

Summarising and closing

Lesson 18

Tokyo 2020

Clarifying what you and others have said

Lesson 19

Closing a presentation 2

Linking the conclusion to the message of the

Lesson 20

Women in the workplace

presentation
Involving others

Lesson 21

Dealing with questions 1

Thanking, checking and answering questions

Lesson 22

Free trade

Talking about advantages and disadvantages

Lesson 23

Dealing with questions 2

(review) difficult questions
Answering

Lesson 24

SNS

Managing a discussion

Lesson 25

Visuals

Creating, describing and referring to visuals

Lesson 26

Future speculation

Discussing the future

Lesson 27

Delivery 1

Pausing, stressing, and intonation

Lesson 28

Crime and punishment

Changing topics

Lesson 29

Delivery 2

Body language and using notes

Lesson 30

Final presentations

Delivery of final presentations, Q&A and feedback

Lesson 31

Final presentations

Delivery of final presentations, Q&A and feedback

Lesson 32

Final presentations

Delivery of final presentations, Q&A and feedback

