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2020 年度 前学期 日本語研修コース  
 

・ 日本語レベル３ Level 3 

◦ 日本語レベル 3（総合 A）Level 3 (General A)  

◦ 日本語レベル 3（漢字 A）Level 3 (Kanji A)  

  

・ 日本語レベル 4 Level 4  

◦ 日本語レベル 4（漢字 A）Level 4 (Kanji A)  

  

・ 日本語レベル 5 Level 5  

◦ 日本語レベル 5（総合 ⅠA）Level 5 (General ⅠA)  

◦ 日本語レベル 5（総合 ⅡA）Level 5 (General ⅡA) 

◦ 日本事情 A Japanese Culture and Society A 

  

・ 口頭発表 A（Oral Presentation A）レベル３＆５ 

・ 多読で学ぶ日本語 A（Extensive Reading in Japanese A）レベル３＆５  
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授業題目 

Course Title 

日本語レベル 3（総合 A）  

Level 3 (General A) 

担当教員 

Professor(s) 

八若壽美子 HACHIWAKA Sumiko  

松田勇一 MATSUDA Yuichi 

権賢貞 KWON Hyun-Jung 

青木香代子 AOKI Kayoko 

授業時間/週 

Class Hours/Week 

6 時間/ 週   

6hours/ week 

曜日・講時 

Class Time 

月3講時・火2講時・水2講時・木3講時   

Mon.3rd, Tue.2nd, Wed. 2nd, Thu.3rd periods 

ねらい 

Aims of the 

Course 

 

レベル 2 に引き続き、基本的な日本語の運用能力を伸ばし、いろいろ

な場面で応用できることを目的とします。 Following the level 2, 

this course aims at developing basic Japanese 

competence and applying learned skills in various real 

situations. 

授業概要 

Course Outline 

 

中級の表現、文型、語彙を学びます。また、多様な話題の教材を使っ

て、読解・会話技術の向上を目指します。定期的にクイズを行います。   

 

Students will learn intermediate Japanese expressions, 

grammar,and vocabularies. Students will also learn and 

use a variety of reading & speaking skills through the 

study of various topics. Quizzes are given regularly. 

成績評価の方法 

Grading Criteria  

 

中間・期末テスト(60%)、クイズ（20％）、授業参加(10%)、課

題 （10％） 

Mid-term Examination・Final Examination (60%), 

Quizzes (20%), Class participation(10%), Assignments 

(10%) 

教科書 

Textbook(s) 

 

・『みんなの日本語 中級Ⅰ』スリーエーネットワーク  “Minna no 

Nihongo Intermediate Ⅰ” 3A Corporation  

・プリントを配布する。Handouts will be provided in class. 

その他  

Others 

 

 

もどる 
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授業題目 

Course Title 

日本語レベル 3 (漢字 A) 

Level 3 (Kanji A) 

担当教員 

Professor(s) 

池田 庸子 

IKEDA Yoko 

授業時間/週 

Class hours/week 

100 分 / 週 

100 minutes / week 

曜日・講時 

Class time 

金 2 講時 

Fri. 2nd period 

ねらい 

Aim of the course 

漢字と漢字語彙を学び、読み書きの能力を高めます。 

This class aims at developing student’s knowledge 

about kanji to improve reading and writing skills in 

Japanese. 

授業概要 

Course Outline 

 

レベル 2 日本語を修了した（またはそれと同等）学生のためのクラス

です。300 程度の漢字の知識に加えて、さらに 200 程度の新出漢字

と多くの漢字語彙を学びます。 

This class is designed for students who have completed 

Japanese Level 2 or its equivalent. Students are 

expected to be familiar with 300 kanji, and will learn 

200 more kanji as well as a number of kanji 

compounds.  

成績評価の方法 

Grading Criteria 

 

中間試験(30%)、期末試験(30%)、小テスト(20%)、課題と授業

参加(20%) 

Midterm examination (30％), Final examination (30%), 

Lesson Quizzes (20%), Assignment and class 

participation (20%) 

教科書 

Textbook(s) 

Eri Banno, et al. Kanji Look and Learn, The Japan 

Times 

Eri Banno, et al. Kanji Look and Learn Workbook, The 

Japan Times 

Attendance Policy 

その他 

Other 

・授業に 3 分の 2 以上出席しなければ、不合格になります。 

・遅刻または早退 3 回で欠席 1 回とみなします。 

・30 分以上の遅刻または早退は欠席とみなします。 

・If you are absent for more than 1/3 of the lessons 

during the semester, you will not be able to pass the 

class. 

・If you are late to lesson or leave early from lesson 

three times, that counts as one absence in the class. 

・Arriving late or leaving early for 30 minutes is counted 

as one absence. 
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授業題目 

Course Title 

日本語レベル４（漢字 A） 

Level ４（Kanji A） 

担当教員 

Professor(s) 

松田勇一 

MATSUDA Yuichi 

授業時間/週 

Class Hours/Week 

100 分 / 週 

100 minutes / week 

曜日・講時 

Class Time 

木5講時 

Thur. 5th period 

ねらい 

Aims of the 

Course 

 

中級から上級の漢字の読み方、書き方を学び、漢字語彙の拡充を目

指します。 

This course aims at the expansion of Kanji vocabulary, 

by learning the pronunciation and the writing of Kanji 

from Intermediate to Advanced level. 

授業概要 

Course Outline 

 

指定の教科書を用いて授業を行います。また、課毎に課題を出し、漢

字語彙の習得を図ります。 

In this course, students learn Kanji using the textbook. 

Give a task for each section, to help students develop 

Advanced level of Japanese. 

成績評価の方法 

Grading Criteria  

 

期末試験 40％、課題 30％、参加度 30％ 

Final examination 40%, Assignments 30%, 

Participation 30% 

教科書 

Textbook(s) 
『留学生のための漢字の教科書 中級 700』（国書刊行会） 

その他  

Others 
 

 

もどる 
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授業題目 

Course Title 

日本語レベル 5 （総合ⅠA） 

Level 5（GeneralⅠA） 

担当教員 

Professor(s) 

仙波美弥子 

SEMBA Miyako 

授業時間/週 

Class hours/week 

100 分/週 

100 minutes /week 

曜日・講時 

Class time 

火 3 講時 

Tue.3rd period 

ねらい 

Aim of the course 

 

日本の大学の授業を受講するための準備段階として、総合的な日本

語力を身に付けることを目標とします。 

Through this course, you will develop essential academic 

skills required for attending courses in Japanese 

universities. 

授業概要 

Course Outline 

上級の語彙、文型を学びます。 

You will learn advanced vocabulary, and constructions. 

成績評価の方法 

Grading 

 

期末・中間テスト（70%）、授業参加・課題等（30%） 

mid-term & final exams (70%), class participation & 

assignments (30%) 

教科書 

Textbook(s) 

TRY!  日本語能力試験 N2 

TRY! Japanese Language Proficiency Test N2 

その他 

Other 

 

 

 

もどる 
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授業題目 

Course Title 

日本語レベル 5 （総合ⅡA） 

Level 5（GeneralⅡA） 

担当教員 

Professor(s) 

松田勇一 

MATSUDA Yuichi 

授業時間/週 

Class hours/week 

100 分/週 

100 minutes /week 

曜日・講時 

Class time 

木 4 講時 

Thu. 4th period 

ねらい 

Aim of the course 

 

日本の大学の授業を受講するための準備段階として、総合的な日本

語力を身に付けることを目標とします。 

Through this course, you will develop essential 

academic skills required for attending courses in 

Japanese universities. 

授業概要 

Course Outline 

 

上級の漢字、語彙、文型を学びます。 

You will learn advanced kanji, vocabulary, and 

constructions. 

成績評価の方法 

Grading Criteria 

 

期末（30%）、授業参加（30％）、課題等（40%） 

final exams (30%), class participation(30%) 

assignments (40%) 

教科書 

Textbook(s) 

『日本語上級話者への道 きちんと伝える技術と表現』スリーエーネット

ワーク 

その他  

Others 

 

 

もどる 
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授業題目 

Course Title 

日本事情 A 

Japanese Culture and Society A 

担当教員 

Professor(s) 

青木香代子 

AOKI Kayoko 

授業時間/週 

Class hours/week 

100 分 / 週 

100 minutes / week 

曜日・講時 

Class time 

水 2 講時 

Fri. 2nd period 

ねらい 

Aim of the course 

1. 日本における多様な人々の歴史や文化を理解することができる。 

2. 日本における様々な社会問題を理解することができる。 

3. これらについて、自分の意見を述べることができる。 

1. Students can understand culture and history of 

diverse background. 

2. Students can understand social issues in Japan. 

3. Students can express their opinions about these 

topics above. 

授業概要 

Course Outline 

日本で暮らす人々の文化や歴史、社会問題などについて学ぶ。 

This class aims at developing knowledge about culture 

and history of people living in Japan, and Japanese 

social issues. 

成績評価の方法 

Grading Criteria 

 

事前・事後課題（40％）、作文（40％）、授業への参加度

(20%) 

Pre-and post-class assignments (40%), Essays (40%), 

Class participation (20%) 

教  科  書 

Textbook(s) 

佐々木瑞枝(2017)『クローズアップ日本事情 15』The Japan 

Times 

金津日出美・桂島宣弘（2017）『留学生のための日本事情入門』

文理閣 

その他 

Other 

 

 

 

もどる 
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授業題目 

Course Title 

口頭発表 A 

Oral Presentation A  

担当教員 

Professor(s) 

八若壽美子  

HACHIWAKA Sumiko  

授業時間/週 

Class Hours/Week 

100 分/週 

100 minutes /week 

曜日・講時 

Class Time 

木2講時  

Thu.2nd period 

ねらい 

Aims of the 

Course 

口頭発表のために必要な技術の基礎を育成する。  

This class aims at developing basic skills for making oral 

presentations.  

授業概要 

Course Outline 

 

発表に必要な表現やスキルを学ぶ。自分の関心のあるテーマを選び、

資料収集、アウトラインの作成、発表原稿の作成を行い、口頭発表を

行なう。  

Students will learn the expressions and skills needed for 

the presentation. Students will choose subjects of their 

interest, collect necessary information, make outlines, 

prepare manuscripts, and make oral presentations.  

成績評価の方法 

Grading Criteria  

 

短い発表 (45％)、課題（20％）、最終発表（25％）、  

授業参加(10％)  

Short Presentations: 45%, Assignment:20%,  

Final Presentation 25%, Class Participation 10%,  

教科書 

Textbook(s) 

プリントを配布する。  

Handouts will be provided in class. 

その他  

Others 

 

 

もどる 
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授業題目 

Course Title 

多読で学ぶ日本語 A 

Extensive Reading in Japanese A 

担当教員 

Professor(s) 

池田 庸子 

 IKEDA Yoko 

授業時間/週 

Class Hours/Week 

100 分/週 

100 minutes/week 

曜日・講時 

Class Time 

月２講時 

Mon. 2nd period 

ねらい 

Aims of the 

Course 

 

この授業では多読に親しむことで、読解技術の向上だけでなく、文法

知識や語彙力文化に関する知識などを高めていくことを目的とする。 

The aim of this class is to engage students in extensive 

reading of Japanese texts in order to improve their 

reading skills, as well as expand their grammatical 

knowledge, vocabulary, and cultural understanding. 

授業概要 

Course Outline 

 

この授業ではやさしめのテキストをたくさん読むことで、読むスピードや理

解力を高める。読んだ本に関してブックレポートを行う。また、授業の最

後には本の創作にも取り組む。 

Students are encouraged to read relatively easy texts 

as much as they can to improve their reading speed 

and comprehension. Students will be asked to do book 

reports. At the end of this class, students will write 

stories in Japanese. 

成績評価の方法 

Grading Criteria  

 

読書記録（読書量とコメント）：25%、ブックレポート：30% 

創作：20%、授業参加度：25% 

reading record (how much you read, comments): 25%,  

book reports:30%, creative writing:20%, class 

participation:25% 

教科書 

Textbook(s) 

適宜プリント等を使用する。 

Handouts will be distributed in class 

その他  

Others 

 

 

もどる 

 


