講義要項
Syllabus
総合日本語（短期）
Comprehensive Japanese (Short-term)

技能型科目（短期）

(＊夏コースのみ開講)

Skill-based (Short-term)

(＊Open only at summer course)
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総合日本語（短期）
Comprehensive Japanese (Short-term)
科目名

総合日本語（短期）１

Course Title

Comprehensive Japanese (Short-term) 1

授業概要

This class is designed for lower beginners to improve their overall

Course Outline

skills

of

listening,

speaking,

reading,

and

writing

for

communication in Japanese.
Students are expected :
To memorize new vocabulary for quizzes before coming to the class
To read grammar explanation in the textbook
To do and submit grammar exercise for revision
Approximately from 40 to 90 minutes are required for preparation
for and revision of each class meeting.
授業の到達目標

The aim of this class is to assist students to handle everyday

Objectives

communication in Japanese while cultivating their overall
command of the Japanese language.

授業計画

Week 1

Orientation. L1-2

Course

Week 2 L3-4, L1-3 Review Test

Schedule

Week 3 L5-6, L4-6 Review Test
Week 4 L7-8
Week 5 L9-10, L7-9 Review Test
Week 6 L11-12, L10-12 Review Test
* Course schedule is subject to change.

教科書

『初級日本語 げんきⅠ』
［第２版］
（The Japan Times）

Textbooks

GENKI: An Integrated Course in Elementary Japanese Ⅰ ［Second
Edition］
（The Japan Times）

成績評価方法

試験:

Evaluation

平常点評価: 50％ Assignments (30%)

30％ 4 Review Tests

Vocabulary Quizzes (10%)
Class participation (10%)
その他:

20％ Class attendance
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科目名

総合日本語（短期）２

Course Title

Comprehensive Japanese (Short-term) 2

授業概要

このクラスは、初級の前半の勉強が終わった人のためのクラスです。

Course Outline

初級後半の文型やことばを勉強します。また、聞いたり、話したり、
読んだり、書いたりして、勉強したことばや文型が使えるようになる
まで、練習します。
This class is designed for upper beginners, or those who have
completed a lower beginners class. Students will use『GENKI Ⅱ』
（ The Japan Times ） , to learn the sentence structures and
expressions. Classroom practices are designed for helping the
students master grammar and vocabulary by listening, speaking,
reading, and writing activities.
・授業の前に、新しい単語を覚えてきてください。単語クイズがあり
ます。
・授業の前に、教科書の文法説明を読んできてください。
・各課の文法の宿題（復習）もあります。
・１回の授業のための予習、復習には 40 分～90 分ぐらいかかります。
Students are expected :
To memorize new vocabulary for quizzes before coming to the class
To read grammar explanation in the textbook
To do and submit grammar exercise for revision
Approximately from 40 to 90 minutes are required for preparation
for and revision of each class meeting.

授業の到達目標

１．日常生活のいろいろな場面で、コミュニケーションができるよう

Objectives

になります。
２．日常生活で起こる簡単な問題を解決することができるようになり
ます。
３．基本的なことばや文型を使って、自分のことを説明したり、意見
を言ったりすることができるようになります。
You will be able to:
1. Communicate in Japanese in various daily situations.
2. Solve uncomplicated problems in day-to-day living.
3. Express yourself using basic expressions and sentence structures.

授業計画

第 1 週 オリエンテーション、L13-14

Course

第 2 週 L15-16, L13-15 まとめテスト

Schedule

第 3 週 L17-18, L16-18 まとめテスト
50

第 4 週 L19-20
第 5 週 L21-22, L19-21 まとめテスト
第 6 週 L23, L22-23 まとめテスト
※スケジュールは変更になる可能性があります。
Week 1 Orientation, L13-14
Week 2 L15-16, L13-15 Review Test
Week 3 L17-18, L16-18 Review Test
Week 4 L19-20
Week 5 L21-22, L19-21 Review Test
Week 6 L23, L22-23 Review Test
* Course schedule is subject to change.
教科書

『初級日本語 げんきⅡ』
［第２版］
（The Japan Times）

Textbooks

GENKI: An Integrated Course in Elementary Japanese Ⅱ ［Second
Edition］
（The Japan Times）

成績評価方法

試験:

Evaluation

平常点評価: 50％ 課題 (Assignments) 30％

30％ まとめテスト 4 回 (4 Review Test)

単語クイズ (Vocabulary Quizzes) 10％
クラス参加度 (Class participation) 10％
その他:

20％ 出席 (Class attendance)
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科目名

総合日本語（短期）３

Course Title

Comprehensive Japanese (Short-term) 3

授業概要

このクラスは初級の勉強が終わった人のためのクラスです。教科書を

Course Outline

使って、日本人や日本社会についての情報を読んだり、聞いたりしま
す。また、それをもと に、自分の意見を述べたり、書いたりします。
さらに、初級後半の重要な文法の復習から始めて中級の文型、語彙を
増やします。このようにして中級レベルの四 技能をバランスよく伸ば
します。
予習として、教科書の単語を覚えてくること、文法の説明を読んでく
ること求めます。その他、文法の宿題などがあります。１回の授業の
予習、復習には平均約 60 分～120 分かかると想定されます。

授業の到達目標

・比較的長い会話を聞いて内容と会話技能を理解し、運用できるよう

Objectives

になる。
・時間をかけてある程度長い文章を読んで意味を理解できるようにな
る。
・日本社会や日本人に関する知識を深める。

授業計画

第 1 週 オリエンテーション、第 1 課

Course

第 2 週 第 3 課、第 1 課まとめテスト

Schedule

第 3 週 第 4 課、第 3～4 課まとめテスト
第4週 第2課
第 5 週 第 5 課、第 2 課まとめテスト
第 6 週 第 6 課、第 5～6 課まとめテスト
※スケジュールは変更になる可能性があります。

教科書

『中級日本語教科書 わたしの見つけた日本』（東京大学出版会）

Textbooks

“For Intermediate Learners of Japanese Japan through My Eyes”
（University of Tokyo Press）

成績評価方法

試験:

Evaluation

平常点評価: 50％ 課題 (Assignments) 30％

30％ まとめテスト４回 （4 Review Tests)

単語クイズ (Vocabulary Quizzes) 10％
クラス参加度 (Class participation) 10％
その他:

20％ 出席 (Class attendance)
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科目名

総合日本語（短期）４

Course Title

Comprehensive Japanese (Short-term) 4

授業概要

このクラスは、中級から上級へ向かうクラスです。テキストの各課に

Course Outline

ある生のエッセイや説明文、記事、アンケート調査資料などの教材を
読んでいきます。読む 前にテーマについて考え、表現や文法、語彙
などを学習しながら教材を読み、読んだ後、テーマについてディスカ
ッションしたり、感想を話したりします。予習 として、語句の意味
や漢字の読み方を調べること、文法の説明を読んでおくことなどを求
めます。その他、復習のための宿題があります。
１回の授業の予習、復習には平均約 60 分～120 分かかると想定され
ます。

授業の到達目標

生の教材を読んだり、それについて話し合ったりすることによって、

Objectives

中級レベルの理解・表現から、より複雑な場面や、予期しない場面で
も、談話のまとまりのあるコミュニケーションができるような能力の
向上を目指します。

授業計画

第 1 週 オリエンテーション、ユニット 1～2

Course

第 2 週 ユニット 2～4、まとめテスト

Schedule

第 3 週 ユニット 4～7、まとめテスト
第 4 週 ユニット 5～6
第 5 週 ユニット 6～9、まとめテスト
第 6 週 ユニット 9～10、まとめテスト
※スケジュールは変更になる可能性があります。
新中級から上級への日本語

Authentic

教科書

・『 生 き た 素 材 で 学 ぶ

Textbooks

Japanese： Progressing from Intermediate to Advanced ［New
Edition］
』
（The Japan Times）
・『生きた素材で学ぶ

新中級から上級への日本語

ワークブック

Authentic Japanese： Progressing from Intermediate to Advanced
［New Edition］ Workbook』
（The Japan Times）
成績評価方法

試験:

30％ まとめテスト４回

Evaluation

平常点評価:

50％ 課題 30％
単語クイズ 10％
クラス参加度 10％

その他:

20％ 出席
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技能型科目（短期）
Skill-based Subject(Short-term)
科目名

トピックで話す日本語（短期）1
Simple Conversation on Everyday Topics (Short-term) 1

授業概要

このクラスは初級前半の勉強をしている人のためのクラスです。さまざまなトピックをテー
マにして、日本語を使って話し、自分のことやクラスの仲間のことを知っていきます。毎回の
トピックについて書く課題（復習）があります。10～20 分ぐらいかかります。
This class is designed for learners at the lower beginner level. The class will help
students know themselves and their classmates through talking about a variety of topics in
Japanese. Students are requested to write about the topic of the day at the end of each
class meeting. Approximately from 10 to 20 minutes are required for the writing task.

授業の到達目標

１． 身の回りのさまざまなトピックについて、自分の言いたいことや考えていることを簡単
な日本語で表現できるようになります。
To be able to express own ideas on a variety of everyday topics in simple Japanese.
２． クラスでのやりとりを通して、他の人の言いたことや考えていることを理解していきま
す。
To understand classmates’ views and ideas through interaction in Japanese.

授業計画

以下のようなトピックを扱います。
第 1 週：「自己紹介」
「好きなこと・嫌いなこと」など
第 2 週：「趣味」「旅行」など
第 3 週：「子どものときの話」、
「将来の夢」など
※スケジュールは変更の可能性があります。
The following topics will be covered:
Week 1 Self-introductions, Likes and Dislikes etc.
Week 2 Hobbies and Pastimes, Travelling etc.
Week 3

Talking about One’s Childhood, Future Plans etc.

* Course schedule is subject to change.
教科書

教科書は使いません。We do not use a textbook in this class.

成績評価方法

試験割合 30%（発表）

Examination: 30% (Final Presentation)

平常点評価割合 50％

In-Class Performance 50%

・書く課題 30％

Writing Tasks 30%

・話す課題 10%

Speaking Tasks 10%

・授業参加度 10％

Class Participation 10%

その他割合 20% （出席）

Other: 20% (Class Attendance)
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き

かんが

はな

たん き

科目名

聞く・ 考 える・話す（短期）2

授業概要

このクラスは、初級後半の勉強をしている人のためのクラスです。
いろいろな場面でどのように話を始めるのか、自分の言いたいことを
どのように相手に伝えるのか、話しかけられたらどう答えるのかなどを
学びながら、聞いたり・話したりする練習をします。授業中は、ペアワ
ークでスクリプトを考え、ロールプレイをしたり、発表をしたりします。
授業の前に教科書の各課の「NOTES」を読んでおいてください。また、
2～3 回、教室の外で実際に日本語を話したり、実際に使われている日本
語を聞いて来たりする宿題を出します。
予習は毎回 15 分ぐらいかかります。宿題は 1 回 30 分ぐらいかかりま
す。
This class is designed for learners at the upper beginner level. The
class will help students to practice listening and speaking in Japanese
with learning about how to start the conversation, how to
communicate, and how to answer when you are spoken to. Students
are required to produce the script, role play, and do presentations.
Before each lesson, students are required to read “NOTES” from the
textbook. Students also have activities requiring the use of Japanese
with other Japanese people, and homework which involve listening to
real conversation from different scenarios, such as when in a
restaurant.
Approximately 15 minutes are required to prepare for the class and
30 minutes for homework.
１．さまざまな場面における会話練習を通して、実践的なコミュニケー
ション能力を伸ばします。
Through the conversation exercises from various scenes students
will improve their practical communication skills.
２．聞き返したり、会話を長く続けたりする能力が身につきます。
Students will acquire the ability to respond in conversation and
to continue a conversation for a long time.
第 1 週 オリエンテーション、1 課、2 課、6 課、7 課、10 課
第 2 週 11 課、12 課、14 課、15 課、16 課
第 3 週 19 課、20 課、21 課、復習、期末試験
※スケジュールは変更の可能性があります。

授業の到達目標

授業計画

Week 1 Orientation, Lessons 1, 2, 6, 7, and 10
Week 2 Lessons 11, 12, 14, 15, and 16

教科書

Week 3 Lessons 19, 20, 21, Review and Final Examination.
* Course schedule is subject to change.
『聞く・考える・話す 留学生のための初級にほんご会話』
（スリーエーネットワーク）
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成績評価方法

試験割合（Examination）30%
・期末試験（ロールプレイ）：30%
平常点評価割合 50%
・課題（ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ、ｽｸﾘﾌﾟﾄ）
：
20％
・聴解クイズ：15%
・宿題：5%
・授業参加度：10％
その他割合 20%
・出席 20％
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Examination 30%
・Final Exam (Role Play):
30%
In-Class Performance 50%
・Script, performance 20%
・Listening Quiz 15%
・Homework 5%
・Class Participation 10%
Others 20%
・Attendance 20%

科目名

き

はな

に ほ ん ご か いわ

た んき

聞いて話そう日本語会話（短期）3
ちゅうきゅう し ょ き

授業概要

がくせい

このクラスは 中 級 初期レベルの学生のためのクラスです。
かつどう

ば めん

し ぜん

か いわ

き

ようてん

き

クラスの活動は、いろいろな場面での自然な会話を聞いて、要点を聞
と

ば めん

あ いて

あ

ひょうげん

べんきょう

き取ったり、場面や相手に合った表 現 を 勉 強 します。また、いろいろ
ば めん

あ いて

はな

じ ぶん

かんが

はな

な場面 で相手 にどのように話 したらいいのかを自分 で 考 えて、話 す
れんしゅう

練 習 をします。
あたら

か

はい

まえ

きょうかしょ

べっさつ

たん ご ひょう

し

た んご

い

み

新 しい課に入る前に教科書「別冊」の「単語 表 」で知らない単語の意味

かくにん

か

お

きょうかしょ

もんだい

しゅくだい

だ

を確認しておいてください。課の終わりに教科書の問題を宿 題 として出
すうかい

きょうしつ

そと

じっさい

に ほ ん ご

はな

じっさい

します。そのほか、数回、教 室 の外で実際に日本語を話したり、実際に
つか

に ほ ん ご

き

き

しゅくだい

だ

使われている日本語を聞いて来たりする宿 題 を出します。
よしゅう

ふくしゅう

しゅくだい

へいきんやく

ぷん

そうてい

予習、復 習 、宿 題 には平均約20分かかると想定されます。
到達目標

にちじょうせいかつ

せっ

ば めん

せっ

ば めん

し ぜん

か いわ

き

と

ちから

の

１．日 常 生活でよく接する場面の自然な会話を聞き取る 力 を伸ばすこ
とができます。
にちじょうせいかつ

はな

ちから

の

２．日 常 生活でよく接する場面で話す 力 を伸ばすことができます。
あ いて

ば めん

じょうきょう

てきせつ

い

かた

ひょうげん

つか

３．相手や場面、状 況 によって、適切な言い方や表 現 が使えるように
なります。
ば めん

はな

ひつよう

おぼ

４．ある場面やトピックについて話すのに、必要なことばを覚えること
ができます。
授業計画

だい

しゅう

か

か

か

第1 週 ： オリエンテーション、1課「出会い」
、2課「ホテルで」
、3課「うわ

さ」①
だい

しゅう

か

だい

しゅう

か

か

しっぱい

か

えき

第2 週 ： 3課「うわさ」②、6課「失敗」
、8課「駅で」
、
しゅみ

か

しっぱい

かいわしけん

第3 週 ： 9課「趣味」
、10課「失敗」
、会話試験
へんこう

かのうせい

※スケジュールは変更の可能性があります。
き

おぼ

はな

かた

に ほん ご なまちゅうけい

しょちゅうきゅうへん

『聞いて覚える話し方

成績評価方法

試験割合（Examination）30%

し け ん わりあい

き まつし けん

・期末試験（ロールプレイ）
：30%
へいじょうてんひょうかわりあい

平 常 点 評価割合（In-Class Performance）50%
か だい

か い わ ぶん

か

・課題（会話文を書きます）
：15%
ちょうかい

・ 聴 解クイズ：10%
か いわ

しゅっぱん

日本語生 中 継 初 中 級 編2』
（くろしお 出 版）

教科書

はっぴょう

・会話（クラスで発 表 します）15%
さ ん か ど

・クラス参加度：10％
た わりあい

その他割合（Others）20%
しゅっせき

・出 席 20%
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科目名
授業概要

聞いて話そう日本語会話（短期）4
このクラスは中級中期から上級レベルの学生のためのクラスです。
日常的な会話を題材に、話の内容だけではなく、場面や人間関係にも
注意しながら聞く能力の向上を目指します。また、実際に同じような場
面に遭遇した場合、状況を的確に判断し、相手や場面に相応しい話し方
をする能力も養います。
予習として、新しい課に入る前に、教科書「別冊」の「単語表」で知
らない単語の意味を確認しておくことを求めます。また、不定期の宿題
があります。
予習には平均すると 20～30 分程度かかると想定されます。

授業の到達目標

１．日常的なくだけた会話を聞いて、内容を理解できるようになります。
２．会話の内容だけではなく、人間関係や状況も把握できるようになり
ます。
３．相手や場面に応じて、似ている表現を使い分けられるようになりま
す。

授業計画

第 1 週： オリエンテーション、1 課、2 課、3 課①
第 2 週： 3 課②、5 課、6 課
第 3 週： 7 課、8 課、会話試験
※スケジュールは変更の可能性があります。

教科書

『聞いて覚える話し方 日本語生中継 中～上級編』（くろしお出版）

成績評価方法

試験割合（Examination）30%
・期末試験（ロールプレイ）：30%
平常点評価割合（In-Class Performance）50%
・課題（会話文を書きます）15%
・聴解クイズ 10%
・会話（クラスで発表します）15%
・クラス参加度：10％
その他割合（Others）20%
・出席 20%
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