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Class name: 中級 Intro火・木  Intermediate Intro Tue. &Thur. -English conversation 

(火＝Onlineのみ・木＝対面のみ /18:30-20:00 )                      Instructor: Mr. Samuel Nfor (Sam) 

 

Course objective: The objective of this course is to develop your ability to discuss relevant issues 

with pairs or in groups. Vocabulary and key expressions range from elementary to intermediate 

level which we will use to engage in English discussions. Discussions will be interactive, balanced 

and facilitated by the teacher. Reading and critical thinking activities will also form part of the 

classes. By the end of the course, I hope you will emerge as confident speakers who accept and 

respect the opinions of others.  

 

Schedule: Twice a week from January 24 to March 16, 2023 

Date Content 

January 24 Getting to know you 

January 26 Global Warming 

January 31 Global Warming 

February 2 Globalization 

February 7 Globalization 

February 9 Foreigners Living in Japan 

February 14 Foreigners Living in Japan 

February 16 Review 

February 21 Volunteering 

February 28 Volunteering 

March 2 Social Networking 

March 7 Social Networking 

March 9 Ageing Population 

March 14 Ageing population 

March 16 Review 

 

Course prerequisite: Any level of English 

 

Textbook: None. Teacher will prepare lesson materials each time and hand out in class 

 

Message to students: Our classes are friendly and relaxed. You are encouraged not to be nervous 

but to have confidence and try to communicate. It is normal to make a mistake. Our job is to correct 

your mistakes gently and help you improve. 

 

Teaching format: Depending on the Covid pandemic situation, face to face lessons could be online. 
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**受講者の声**  

  

・最初はきちんと出席できるのか不安でしたが、Samuel 先生やクラスの皆さんがとっても優し

く受け入れてくれて、楽しく続けることができました！授業ではテキストを使い進めていくの

ですが、テキストの内容に絡めて自分に関係のあるトピックで受け答えができ、改めて自分の

英語力を成長させられる時間だと感じました。 

（2021 年度 オンライン授業、中級 Intro 火クラス受講 C.M.さん （一部抜粋）） 

 

・まったく考えていなかったことを質問されたりするので、事前の準備等はできず、その場、そ

の場の対応力を問われました。しかし、どんなにしどろもどろになっても、サム先生は待って

くれるし、「こんな風に言いたいの？」と助けてもくれます。「まだ考えている」と言っても、

「Take your time.」とせかされることもなく、一人ひとりを大切にしてくれている事を肌で感

じました。 

（2021 年度 オンライン授業、中級 Intro 火クラス受講 K.O さん （一部抜粋）） 

 

 

 

Class Calendar 2023 Winter: 火＝Onlineのみ・木＝対面のみ /18:30-20:00 

中級 Intro 火・木  Intermediate Intro Tue. &Thur. - English conversation   

(Winter course= 15days) 
 

 
  ※2/16(木)と 3/16(木)は教室の都合上、オンライン授業のみの実施となります。 

※対面授業は、状況によりオンライン授業になる場合がございます。 

 


