授業科目名

総合日本語 4 文法 A

科目番号

3901072

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

春 ABC 火 1

担当教員

陳 一吟

授業概要

中級前期レベルに必要な文法項目を取り上げ、意味、用法、使い方について学ぶ。

備考

外国人留学生のうち特別聴講学生 (学群) が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

初中級レベルの文法項目を確実にマスターし、日常生活において正確に運用できるよ

テーマ

うになる。

授業の概要・計画

第 1 週:オリエンテーション・レベルチェック、
第 2-14 週:テキストに基づいた文法項目の学習および練習問題 (ただし第 8 週は中間
試験)
第 15 週:期末試験

履修条件

プレースメントテストで総合日本語 4 レベル (以上) に認定されていること。

成績評価方法

期末試験 30%、中間試験 30%、クイズ 40%

授業外における学習方

教科書の予習・復習

法
教科書

1. 許明子・宮崎恵子,『レベルアップ日本語文法中級』くろしお出版 (2013)L1-L12

参考書

授業内で紹介する。

受講生に望むこと

文法項目の予習以外にも、単語を調べ、文を読む練習をするなど、積極的に自習をし
てほしい。

その他

Course

Comprehensive Japanese 4 Grammar A

Course No.

3901072

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

SprABC Tue1

Instructor

Yiyin Chen

Course Overview

Students will learn lower-intermediate grammar, including meaning and usage.

Remarks

For undergraduate exchange students (tokubetsu chokogakusei).

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will fully master upper elementary level grammar items and be able to
apply these in daily life.

Schedule

Week 1:Orientation/Level check
Weeks 2 to 14:Study of grammar items and practice problems based on the text
(Note: A midterm test is scheduled for Week 8)
Week 15: Final test

Prerequisites

Students must have been placed at Level 4 (or higher) in the placement test.

Grading policy

Final test 30%, Midterm test 30%, Quiz 40%

Study outside of class

Preview and review of the text

Textbook(s)

1. 許明子・宮崎恵子,『レベルアップ日本語文法中級』くろしお出版 (2013)L1-L12

Reference book(s)

To be introduced in class.

Student

Students are expected to be active learners and engage in searching vocabulary,

ments
Others

require-

practice reading, etc. apart from previewing the text.

授業科目名

総合日本語 4 文法 B

科目番号

3901082

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

秋 ABC 火 1

担当教員

陳 一吟

授業概要

中級前期レベルに必要な文法項目を取り上げ、意味、用法、使い方について学ぶ。

備考

外国人留学生のうち特別聴講学生 (学群) が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

初中級レベルの文法項目を確実にマスターし、日常生活において正確に運用できるよ

テーマ

うになる。

授業の概要・計画

第 1 週:オリエンテーション・レベルチェック、
第 2-14 週:テキストに基づいた文法項目の学習および練習問題 (ただし第 8 週は中間
試験)
第 15 週:期末試験

履修条件

プレースメントテストで総合日本語 4 レベル (以上) に認定されていること。

成績評価方法

期末試験 30%、中間試験 30%、小テスト 40%

授業外における学習方

教科書の予習・復習をする。

法
教科書

1. 許明子・宮崎恵子,『レベルアップ日本語文法中級』くろしお出版、L1-L12

参考書

授業内で紹介する。

受講生に望むこと

文法項目の予習以外にも、単語を調べ、文を読む練習をするなど、積極的に自習をし
てほしい。

その他

Course

Comprehensive Japanese 4 Grammar B

Course No.

3901082

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

FallABC Tue1

Instructor

Yiyin Chen

Course Overview

Students will learn lower-intermediate grammar, including meaning and usage.

Remarks

For undergraduate exchange students (tokubetsu chokogakusei).

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will fully master upper elementary level grammar items and be able to
apply these in daily life.

Schedule

Week 1:Orientation/Level check
Weeks 2 to 14:Study of grammar items and practice problems based on the text
(Note: A midterm test is scheduled for Week 8)
Week 15: Final test

Prerequisites

Students must have been placed at Level 4 (or higher) in the placement test.

Grading policy

Final test 30%, Midterm test 30%, Quiz 40%

Study outside of class

Preview and review of the text

Textbook(s)

1. 許明子・宮崎恵子,『レベルアップ日本語文法中級』くろしお出版、L1-L12

Reference book(s)

To be introduced in class.

Student

Students are expected to be active learners and engage in searching vocabulary,

ments
Others

require-

practice reading, etc. apart from previewing the text.

授業科目名

総合日本語 4 話す聞く A

科目番号

3901092

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

春 ABC 金 1

担当教員

助川 愛

授業概要

身近なテーマや話題に関する簡単な発話を正確に聞き取れるようになる。簡単な発表
とその聞き取りができるようになる。

備考

外国人留学生のうち特別聴講学生 (学群) が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

・既習の文法項目を使った会話文の正確な聞き取りができるようになる。

テーマ

・発音やアクセントの聞きわけ・使い分けができるようになる。
・自分の国や身近な話題について説明したり、自分の意見を述べることができるよう
になる。

授業の概要・計画

第 1 回:オリエンテーション
第 2 〜7 回:スケジュールに基づいて授業を行う
第 8 回:発表 1
第 9 〜14 回:スケジュールに基づいて授業を行う
第 15 回:発表 2

*初回授業時に詳細なスケジュールを配布
履修条件

プレースメントテストを受験し、履修レベルの認定を受けなければならない。

成績評価方法

積極的な参加 10%、発表 40%、宿題 20%、クイズ 30%

(70% 以上の出席が必要)
授業外における学習方

manaba による復習

法
教科書
参考書
受講生に望むこと
その他

適宜ハンドアウトを配布

Course

Comprehensive Japanese 4 Speaking and Listening A

Course No.

3901092

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

SprABC Fri1

Instructor

Ai Sukegawa

Course Overview

Students will be able to listen to and understand correctly simple speech about
familiar topics. They will be able to do simple presentations and listen to the
presentations of others.

Remarks

For undergraduate exchange students (tokubetsu chokogakusei).

Course Type

class exercises

Objective(s)

・Students will be able to listen to/understand conversations using grammar

patterns previously studied.
・Students will be able to understand and diﬀerentiate between various Japanese

sounds and pitch accents.
・Students will be able to explain about their own country or about familiar

topics, and give their opinion.
Schedule

Week 1: Orientation
Weeks 2 to 7: Classes will be conducted according to the schedule to be given in
class.
Week 8: Presentation1
Weeks 9 to 14: Classes will be conducted according to the schedule to be given
in class.
Week 15: Presentation2
*A detailed schedule will be distributed on the first day of class.

Prerequisites

Students must have been placed in this level according to the placement test.

Grading policy

Class participation 10%, Presentations 40%, Homework assignments 20%,
Quizzes 30%
(Attendance rate of 70% or higher is required)

Study outside of class

Students will be expected to review using MANABA.

Textbook(s)

Handouts will be given.

Reference book(s)
Student
ments
Others

require-

Students must come to class prepared with assignments.

授業科目名

総合日本語 4 話す聞く B

科目番号

3901102

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

秋 ABC 金 1

担当教員

助川 愛

授業概要

身近なテーマや話題に関する簡単な発話を正確に聞き取れるようになる。簡単な発表
とその聞き取りができるようになる。

備考

外国人留学生のうち特別聴講学生 (学群) が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

・既習の文法項目を使った会話文の正確な聞き取りができるようになる。

テーマ

・発音やアクセントの聞きわけ・使い分けができるようになる。
・自分の国や身近な話題について説明したり、自分の意見を述べることができるよう
になる。

授業の概要・計画

第 1 回:オリエンテーション
第 2 〜7 回:スケジュールに基づいて授業を行う
第 8 回:発表 1
第 9 〜14 回:スケジュールに基づいて授業を行う
第 15 回:発表 2

*初回授業時に詳細なスケジュールを配布
履修条件

プレースメントテストを受験し、履修レベルの認定を受けなければならない。

成績評価方法

積極的な参加 10%、発表 40%、宿題 20%、クイズ 30%

(70% 以上の出席が必要)
授業外における学習方

manaba による復習

法
教科書
参考書
受講生に望むこと
その他

適宜ハンドアウトを配布

Course

Comprehensive Japanese 4 Speaking and Listening B

Course No.

3901102

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

FallABC Fri1

Instructor

Ai Sukegawa

Course Overview

Students will be able to listen to and understand correctly simple speech about
familiar topics. They will be able to do simple presentations and listen to the
presentations of others.

Remarks

For undergraduate exchange students (tokubetsu chokogakusei).

Course Type

class exercises

Objective(s)

・Students will be able to listen to/understand conversations using grammar

patterns previously studied.
・Students will be able to understand and diﬀerentiate between various Japanese

sounds and pitch accents.
・Students will be able to explain about their own country or about familiar

topics, and give their opinion.
Schedule

Week 1: Orientation
Weeks 2 to 7: Classes will be conducted according to the schedule to be given in
class.
Week 8: Presentation1
Weeks 9 to 14: Classes will be conducted according to the schedule to be given
in class.
Week 15: Presentation2
*A detailed schedule will be distributed on the first day of class.

Prerequisites

Students must have been placed in this level according to the placement test.

Grading policy

Class participation 10%, Presentations 40%, Homework assignments 20%,
Quizzes 30%
(Attendance rate of 70% or higher is required)

Study outside of class

Students will be expected to review using MANABA.

Textbook(s)

Handouts will be given.

Reference book(s)
Student
ments
Others

require-

Students must come to class prepared with assignments.

授業科目名

総合日本語 4 読む書く A

科目番号

3901112

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

春 ABC 木 1

担当教員

堀 恵子

授業概要

よく知っている事柄について、まとまりのある文章が読めたり、書けたりするように
なる。

備考

外国人留学生のうち特別聴講学生 (学群) が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

よく知っている事柄について、まとまりのある文章が読めたり、書けたりするように

テーマ

なる。
・文章の内容を正しく理解する
・文章の大切な部分を読み取る
・文章について、理解や考えを深める
・文章を読んで、理解したこと、考えたことを的確に伝える
・読むことを通して、語彙・表現・文法・文型等の知識を増やす
・自分の読み方を振り返る

授業の概要・計画

第 1 週:オリエンテーション・レベルチェック
第 2-15 週:日本理解についての新聞記事、エッセイ、物語等の短い読み物を読む。批
判的読みができるようになることを目指し、読んだものに関して自分の意見を言った
り、書いたりする。中間テスト・期末テストの実施。

履修条件

総合日本語 3 修了レベル

成績評価方法

課題作文 30%、中間テスト 30%、期末テスト 40%

授業外における学習方

毎回の予習・復習および宿題

法
教科書

プリント教材

参考書

特になし

受講生に望むこと

毎回の予習・復習および宿題を提出すること。

その他

Course

Comprehensive Japanese 4 Reading and Writing A

Course No.

3901112

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

SprABC Thu1

Instructor

Keiko Hori

Course Overview

Students will be able to read and write coherent texts about things they are
familiar with.

Remarks

For undergraduate exchange students (tokubetsu chokogakusei).

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to read and write coherent texts about things they are
familiar with as well as: correctly understand the content; discern the most important points of the text; deepen their knowledge and understanding of the reading; express what they have understood and thought about the reading; increase
their knowledge of vocabulary, expressions, grammar, and sentence patterns, etc.
through reading; and reflect on their own reading styles.

Schedule

Week 1: Orientation/Level check
Weeks 2 to 15: Reading of short passages such as news articles, essays, narratives,
etc. to deepen understanding of Japan. Students will aim to be able to read
critically, and express through speech and writing their opinions about what they
have read. There will be a midterm and final test.

Prerequisites

Student must have completed Comprehensive Japanese 3 or be of similar level.

Grading policy

Compositions 30%, Midterm exam 30%, Final exam 40%

Study outside of class

Preview and review material and completion of homework

Textbook(s)

Handouts

Reference book(s)

None in particular

Student

Students should always prepare for and review lessons, and complete and submit

ments
Others

require-

homework.

授業科目名

総合日本語 4 読む書く B

科目番号

3901122

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

秋 ABC 木 1

担当教員

堀 恵子

授業概要

よく知っている事柄について、まとまりのある文章が読めたり、書けたりするように
なる。

備考

外国人留学生のうち特別聴講学生 (学群) が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

よく知っている事柄について、まとまりのある文章が読めたり、書けたりするように

テーマ

なる。
・文章の内容を正しく理解する
・文章の大切な部分を読み取る
・文章について、理解や考えを深める
・文章を読んで、理解したこと、考えたことを的確に伝える
・読むことを通して、語彙・表現・文法・文型等の知識を増やす
・自分の読み方を振り返る

授業の概要・計画

第 1 週:オリエンテーション・レベルチェック
第 2-15 週:日本理解についての新聞記事、エッセイ、物語等の短い読み物を読む。批
判的読みができるようになることを目指し、読んだものに関して自分の意見を言った
り、書いたりする。中間テスト・期末テストの実施。

履修条件

総合日本語 3 修了レベル

成績評価方法

課題作文 30%、中間テスト 30%、期末テスト 40%

授業外における学習方

毎回の予習・復習および宿題

法
教科書

プリント教材

参考書

特になし

受講生に望むこと

毎回の予習・復習および宿題を提出すること。

その他

Course

Comprehensive Japanese 4 Reading and Writing B

Course No.

3901122

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

FallABC Thu1

Instructor

Keiko Hori

Course Overview

Students will be able to read and write coherent texts about things they are
familiar with.

Remarks

For undergraduate exchange students (tokubetsu chokogakusei).

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to read and write coherent texts about things they are
familiar with as well as: correctly understand the content; discern the most important points of the text; deepen their knowledge and understanding of the reading; express what they have understood and thought about the reading; increase
their knowledge of vocabulary, expressions, grammar, and sentence patterns, etc.
through reading; and reflect on their own reading styles.

Schedule

Week 1: Orientation/Level check
Weeks 2 to 15: Reading of short passages such as news articles, essays, narratives,
etc. to deepen understanding of Japan. Students will aim to be able to read
critically, and express through speech and writing their opinions about what they
have read. There will be a midterm and final test.

Prerequisites

Student must have completed Comprehensive Japanese 3 or be of similar level.

Grading policy

Compositions 30%, Midterm exam 30%, Final exam 40%

Study outside of class

Preview and review material and completion of homework

Textbook(s)

Handouts

Reference book(s)

None in particular

Student

Students should always prepare for and review lessons, and complete and submit

ments
Others

require-

homework.

授業科目名

総合日本語 4 演習 A

科目番号

3901252

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

春 ABC 水 1

担当教員

中野 二郎

授業概要

大学の授業を受講するにあたり必要な日本語力およびスキルを身につけ、全般的な日
本語運用力を高める。

備考

外国人留学生のうち特別聴講学生 (学群) が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

大学の授業を受講するにあたり必要な日本語力およびスキルを身につけ、全般的な日

テーマ

本語運用力を高める。

授業の概要・計画

・教室外で出会った言葉について紹介する。
・テーマ (文化・社会問題) に沿ってディスカッションする。
・興味があるテーマについて日本語でインタビューし、結果を分析してクラスで発表
する。
・自国と日本について比較して発表する。
第 1 回オリエンテーション、口頭レベルチェックをする

履修条件

総合日本語 4 レベル

成績評価方法

中間口頭発表・期末インタビュープロジェクト 50%
課題・提出物 30%
クラス参加度 20%

授業外における学習方

必要な情報収集のための準備

法
教科書

プリントを配布する

参考書
受講生に望むこと

1) 課題は必ず期日内に提出すること
2) 授業には必ず辞書を持ってくること
3) 他の学生との協働作業に積極的に取り組むこと
4) 授業外でも積極的に日本語を使ってほしい。

その他

manaba を使う。※受講生の人数によって一部授業内容を変更することがある。

Course

Comprehensive Japanese 4 Seminar A

Course No.

3901252

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

SprABC Wed1

Instructor

Jiro NAKANO

Course Overview

Students will develop the skills and Japanese proficiency necessary for attending
college classes and strengthen their overall Japanese abilities.

Remarks

For undergraduate exchange students (tokubetsu chokogakusei).

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to develop skills and Japanese proficiency necessary for
attending college classes and strenghthen their overall Japanese abilities.

Schedule

・Activities include introducing words learned outside of the classroom.
・Discussions on assigned themes.
・Interviewing a Japanese and sharing the results in class.
・Creating a report based on one’s research, and oral presentation with Q&A.

1.Orientation, Oral level check test
Prerequisites

Students must be in Level Comprehensive Japanese 4

Grading policy

Final Oral presentation 50%
Assignment and works 30%
Class participation 20%

Study outside of class

Students must prepare and gather necessary information for class activities.

Textbook(s)

Handouts

Reference book(s)
Student
ments

require-

1) Promptly submit assignments by the deadline.
2) Always bring a dictionary to class.
3) Be actively involved and contribute during group work with other students.
4) Use Japanese outside of the classroom as much as you can.

Others

The Tsukuba manaba tools will be used in class on occasion.
* Class content may be adjusted according to the number of students enrolled.

授業科目名

総合日本語 4 演習 B

科目番号

3901262

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

秋 ABC 水 1

担当教員

中野 二郎

授業概要

大学の授業を受講するにあたり必要な日本語力およびスキルを身につけ、全般的な日
本語運用力を高める。

備考

外国人留学生のうち特別聴講学生 (学群) が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

大学の授業を受講するにあたり必要な日本語力およびスキルを身につけ、全般的な日

テーマ

本語運用力を高める。

授業の概要・計画

・教室外で出会った言葉について紹介する。
・テーマ (文化・社会問題) に沿ってディスカッションする。
・興味があるテーマについて日本語でインタビューし、結果を分析してクラスで発表
する。
・自国と日本について比較して発表する。
第 1 回オリエンテーション、口頭レベルチェックをする

履修条件

総合日本語 4 レベル

成績評価方法

中間口頭発表・期末インタビュープロジェクト 50%
課題・提出物 30%
クラス参加度 20%

授業外における学習方

必要な情報収集のための準備

法
教科書

プリントを配布する

参考書
受講生に望むこと

1) 課題は必ず期日内に提出すること
2) 授業には必ず辞書を持ってくること
3) 他の学生との協働作業に積極的に取り組むこと
4) 授業外でも積極的に日本語を使ってほしい。

その他

場合によって、manaba を使う。※受講生の人数によって一部授業内容を変更するこ
とがある。

Course

Comprehensive Japanese 4 Seminar B

Course No.

3901262

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

FallABC Wed1

Instructor

Jiro NAKANO

Course Overview

Students will develop the skills and Japanese proficiency necessary for attending
college classes and strengthen their overall Japanese abilities.

Remarks

For undergraduate exchange students (tokubetsu chokogakusei).

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to develop skills and Japanese proficiency necessary for
attending college classes and strenghthen their overall Japanese abilities.

Schedule

・Activities include introducing words learned outside of the classroom.
・Discussions on assigned themes.
・Interviewing a Japanese and sharing the results in class.
・Creating a report based on one’s research, and oral presentation with Q&A.

1.Orientation, Oral level check test
Prerequisites

Students must be in Level Comprehensive Japanese 4.

Grading policy

Final Oral presentation 50%
Assignment and works 30%
Class participation 20%

Study outside of class

Students must prepare and gather necessary information for class activities.

Textbook(s)

Handouts

Reference book(s)
Student
ments

require-

1) Promptly submit assignments by the deadline.
2) Always bring a dictionary to class.
3) Be actively involved and contribute during group work with other students.
4) Use Japanese outside of the classroom as much as you can.

Others

The Tsukuba manaba tools will be used in class on occasion.
* Class content may be adjusted according to the number of students enrolled.

