授業科目名

総合日本語 6 文法 A

科目番号

3901292

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

春 ABC 火 3

担当教員

安 祥希

授業概要

中級後半-上級レベルの文法を学び、使えるようになる。

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

中級後半レベルの文法項目をマスターし、日本語での作文および読解などが正確にで

テーマ

きるようになる。

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 毎週 1 課ずつ勉強します
ので、必ず、テキストを持ってきてください。
第 8 週 中間テスト、第 15 週 期末テスト

履修条件

総合日本語 5 レベルが終わったぐらいの日本語力があること。5 レベルが終わったぐ
らいの文法の知識と運用力があること。

成績評価方法

各課クイズ 30%、中間テスト 35% 期末テスト 35%

授業外における学習方

次週の学習項目の予習と、学習した文型・文章の復習

法
教科書

『実用日本語文法 中上級』筑波大学グローバルコミュニケーション教育センター (¥

500)
参考書

授業内で紹介する。

受講生に望むこと

授業で学習したことをよく復習して、宿題・課題を必ず提出すること。

その他

受講者のレベルに合わせ、授業を柔軟に行う。

Course

Comprehensive Japanese 6 Grammar A

Course No.

3901292

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

SprABC Tue3

Instructor

SANGHEE AHN

Course Overview

Students will learn and be able to use upper-intermediate to advanced grammar.

Remarks

For undergraduate exchange students (tokubetsu chokogakusei).

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to write compositions and read with a mastery of upper
intermediate level grammar items.

Schedule

Week 1: Orientation/Level check
Weeks 2 to 14: We will complete 1 chapter every week, so please bring your
textbook to class.
Week 8: Midterm exam
Week 15: Final exam

Prerequisites

Students should have completed Comprehensive Japanese 5 or possess an equivalent level of grammar knowledge.

Grading policy

Chapter quizzes 30%, Midterm exam 35%, Final exam 35%

Study outside of class

Preview of the next week’s chapter, as well as review of the subject matter learned
in class.

Textbook(s)

『実用日本語文法 中上級』(Jitsuyou Nihongo Bunpou Chuujoukyuu) University

of Tsukuba Global Communications Education Center (¥500)
Reference book(s)

To be introduced in class.

Student

Review past lessons and promptly hand in homework.

require-

ments
Others

Lessons will be conducted flexibly according to the students’ level.

授業科目名

総合日本語 6 文法 B

科目番号

3901302

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

秋 ABC 火 3

担当教員

安 祥希

授業概要

中級後半-上級レベルの文法を学び、使えるようになる。

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

中級後半レベルの文法項目をマスターし、日本語での作文および読解などが正確にで

テーマ

きるようになる。

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 毎週 1 課ずつ勉強します
ので、必ず、テキストを持ってきてください。
第 8 週 中間テスト、第 15 週 期末テスト

履修条件

総合日本語 5 レベルが終わったぐらいの日本語力があること。5 レベルが終わったぐ
らいの文法の知識と運用力があること。

成績評価方法

各課クイズ 30%、中間テスト 35%、期末テスト 35%

授業外における学習方

次週の学習課の予習と、授業で学習した項目の復習

法
教科書

『実用日本語文法 中上級』筑波大学グローバルコミュニケーション教育センター (¥

500)
参考書

授業内で紹介する。

受講生に望むこと

授業で学習したことをよく復習して、宿題・課題を必ず提出すること。

その他

受講者のレベルに合わせ、授業を柔軟に行う。

Course

Comprehensive Japanese 6 Grammar B

Course No.

3901302

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

FallABC Tue3

Instructor

SANGHEE AHN

Course Overview

Students will learn and be able to use upper-intermediate to advanced grammar.

Remarks

For undergraduate exchange students (tokubetsu chokogakusei).

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to write compositions and read with a mastery of upperintermediate level grammar.

Schedule

Week 1: Orientation/Level check
Weeks 2 to 14: We will complete 1 chapter every week, so please bring your
textbook to class.
Week 8: Midterm exam
Week 15: Final exam

Prerequisites

Students should have completed Comprehensive Japanese 5 or possess an equivalent level of grammar knowledge.

Grading policy

Chapter quizzes 30%, Midterm exam 35%, Final exam 35%

Study outside of class

Preview of the next week’s chapter, as well as review of the subject matter learned
in class.

Textbook(s)

『実用日本語文法 中上級』(Jitsuyou Nihongo Bunpou Chuujoukyuu) University

of Tsukuba Global Communications Education Center (¥500)
Reference book(s)

To be introduced in class.

Student

Review past lessons and promptly hand in homework.

require-

ments
Others

Lessons will be conducted flexibly according to the students’ level.

授業科目名

総合日本語 6 話す聞く A

科目番号

3901312

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

春 ABC 金 3

担当教員

堀 恵子

授業概要

やや専門的な内容の解説やスピーチができ、また聞いて理解できるようになる。また
対人関係に基づく表現を正確に使えるようになる。

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

・人間関係に配慮し、場面、相手に合った適切なスタイルで話すことができる。

テーマ

・やや専門性の高い話題について、必要な情報を正確に聞き取り、内容を詳しく理解
できる。
・やや専門性の高い話題について、インタビュー、口頭発表、ディスカッションがで
きる。

授業の概要・計画

第 1 週:オリエンテーション第 2-14 週:スケジュールに基づき授業を行う。
第 15 週 期末テスト
※初回授業時に、詳細なスケジュール等配布する。

履修条件

グローバルコミュニケーション教育センターでプレースメントテストを受験し、履修
レベルに合致していること。

成績評価方法

manaba による宿題提出 (10%), 会話発表 (10%), インタビュー発表 (40%), 期末テス
ト (40%)

(ただし、70% 以上の出席率が必要)
授業外における学習方

manaba を利用した予習と宿題

法
教科書
参考書
受講生に望むこと

積極的に、自主的に準備、課題に取り組んでほしい。教室の外でも積極的に日本語を
使ってほしい。授業以外にも積極的にテレビやラジオを聞く努力をしてほしい。

その他

受講者の人数、レベルやニーズに合わせて、練習やタスクと課題を変えながら柔軟に
対応していく。毎回プリントを配布するので、受講者はファイルをしておくこと。

Course

Comprehensive Japanese 6 Speaking and Listening A

Course No.

3901312

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

SprABC Fri3

Instructor

Keiko Hori

Course Overview

Students will be able to listen to and understand somewhat specialized speeches
and explanations. In addition, they will be able to use expressions appropriate
to the person they are speaking to.

Remarks

For undergraduate exchange students (tokubetsu chokogakusei).

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to:
・speak in a manner appropriate to the situation and the person they are speaking

to.
・pick up the necessary information from somewhat highly specialized conversa-

tions and be able to accurately understand their content.
・conduct interviews, make speeches, and engage in discussions about somewhat

highly specialized topics.
Schedule

Week 1: Orientation
Weeks 2 to 14: Classes will be conducted according to the schedule.
Week 15: Final exam
* A detailed schedule will be handed out on the first day of classes.

Prerequisites

Student must have taken the CEGLOC Placement Test and be of the appropriate
level.

Grading policy

Assignments submitted on Manaba 10%, Dialogue Presentations 10%, Interview
Presentation 40%, Final exam 40%
(Attendance rate of 70% or higher is required)

Study outside of class

Class preparation using Manaba and Homework

Textbook(s)

Handouts

Reference book(s)

To be introduced as necessary.

Student

Students are expected to be active and to prepare for and complete tasks. They

ments

require-

are also expected to use Japanese as much as they can outside of the classroom,
and make an eﬀort to watch TV and listen to the radio on their own.

Others

The class will be flexible according to the number of students and their level, and
changes will be made to exercises, tasks, and assignments as necessary. Handouts
will be given regularly, so students should prepare a folder for these.

授業科目名

総合日本語 6 話す聞く B

科目番号

3901322

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

秋 ABC 金 3

担当教員

堀 恵子

授業概要

やや専門的な内容の解説やスピーチができ、また聞いて理解できるようになる。また
対人関係に基づく表現を正確に使えるようになる。

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

・人間関係に配慮し、場面、相手に合った適切なスタイルで話すことができる。

テーマ

・やや専門性の高い話題について、必要な情報を正確に聞き取り、内容を詳しく理解
できる。
・やや専門性の高い話題について、インタビュー、口頭発表、ディスカッションがで
きる。

授業の概要・計画

第 1 週:オリエンテーション第 2-14 週:スケジュールに基づき授業を行う。
第 15 週 期末テスト
※初回授業時に、詳細なスケジュール等配布する。

履修条件

グローバルコミュニケーション教育センターでプレースメントテストを受験し、履修
レベルに合致していること。

成績評価方法

manaba による宿題提出 (10%), 会話発表 (10%), インタビュー発表 (40%), 期末テス
ト (40%)

(ただし、70% 以上の出席率が必要)
授業外における学習方

manaba を利用した予習と宿題

法
教科書
参考書

必要時に紹介する

受講生に望むこと

積極的に、自主的に準備、課題に取り組んでほしい。教室の外でも積極的に日本語を
使ってほしい。授業以外にも積極的にテレビやラジオを聞く努力をしてほしい。

その他

受講者の人数、レベルやニーズに合わせて、練習やタスクと課題を変えながら柔軟に
対応していく。毎回プリントを配布するので、受講者はファイルをしておくこと。

Course

Comprehensive Japanese 6 Speaking and Listening B

Course No.

3901322

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

FallABC Fri3

Instructor

Keiko Hori

Course Overview

Students will be able to listen to and understand somewhat specialized speeches
and explanations. In addition, they will be able to use expressions appropriate
to the person they are speaking to.

Remarks

For undergraduate exchange students (tokubetsu chokogakusei).

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to:
・speak in a manner appropriate to the situation and the person they are speaking

to.
・pick up the necessary information from somewhat highly specialized conversa-

tions and be able to accurately understand their content.
・conduct interviews, make speeches, and engage in discussions about somewhat

highly specialized topics.
Schedule

Week 1: Orientation
Weeks 2 to 14: Classes will be conducted according to the schedule.
Week 15: Final exam
* A detailed schedule will be handed out on the first day of classes.

Prerequisites

Student must have taken the CEGLOC Placement Test and be of the appropriate
level.

Grading policy

Assignments submitted on Manaba 10%, Dialogue Presentations 10%, Interview
Presentation 40%, Final exam 40% (Attendance rate of 70% or higher is required)

Study outside of class

Class preparation using Manaba and Homework

Textbook(s)

Handouts

Reference book(s)

To be introduced as necessary.

Student

Students are expected to be active and to prepare for and complete tasks. They

ments

require-

are also expected to use Japanese as much as they can outside of the classroom,
and make an eﬀort to watch TV and listen to the radio on their own.

Others

The class will be flexible according to the number of students and their level, and
changes will be made to exercises, tasks, and assignments as necessary. Handouts
will be given regularly, so students should prepare a folder for these.

授業科目名

総合日本語 6 読む書く A

科目番号

3901332

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

春 ABC 木 3

担当教員

中山 健一

授業概要

やや専門性の高いものを読み、理解したこと、考えたことを的確に口頭および文章で
伝えることができる。

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

・新聞記事、エッセイ、物語などの文章の内容を正しく理解できる。

テーマ

・読んだものについて、理解したこと、考えたことを的確に伝えることができる。
・書くために必要な語彙・表現・文型を学び、使えるようになる。

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:読解と内容理解質問、書く
ための語彙・表現・文型の練習、作文練習 第 15 週:期末テスト (筆記テストと作文)

履修条件

社会的なテーマに関する文章を読んで理解できる程度の読解力と、それを表現できる
作文力と漢字・語彙力が必要。日本語能力検定 N2 レベル程度。

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

読み物についての理解を深めるため、各自で背景知識について情報収集することが望

法

ましい。

教科書

プリント教材

参考書

なし

受講生に望むこと

課題作文は宿題として出されるので、必ず提出するようにしてほしい。

その他

Course

Comprehensive Japanese 6 Reading and Writing A

Course No.

3901332

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

SprABC Thu3

Instructor

Kenichi Nakayama

Course Overview

Students will be able to speak and write compositions about what they think of
the somewhat highly specialized things they read for class.

Remarks

For undergraduate exchange students (tokubetsu chokogakusei).

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to:
・ correctly understand the content of readings such as news articles, essays,

narratives, etc.
・ appropriately express both orally and in writing what they understood and

thought about the reading.
・ learn and use vocabulary, expressions, grammar, and sentence patterns for

writing purposes
Schedule

Week 1: Orientation/Level check
Weeks 2 to 14: Reading comprehension and content questions; exercises on vocabulary, expressions, and sentence patterns for writing purposes; composition
writing practice.
Week 15: Final exam (Written test and composition writing)

Prerequisites

Students must possess reading comprehension skills that allow them to understand material with social themes, and have the writing skills and knowledge of
kanji and vocabulary to be able to write about these. Students

level should be

equivalent to the Japanese-Language Proficiency Test Level N2.
Grading policy

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

Study outside of class

Students are advised to gather background information on the readings on their
own in order to deepen their understanding of the text.

Textbook(s)

Handouts

Reference book(s)

None

Student

Compositions are assigned as homework and must be submitted accordingly.

ments
Others

require-

授業科目名

総合日本語 6 読む書く B

科目番号

3901342

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

秋 ABC 木 3

担当教員

中山 健一

授業概要

やや専門性の高いものを読み、理解したこと、考えたことを的確に口頭および文章で
伝えることができる。

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

・新聞記事、エッセイ、物語などの文章の内容を正しく理解できる。

テーマ

・読んだものについて、理解したこと、考えたことを的確に伝えることができる。
・書くために必要な語彙・表現・文型を学び、使えるようになる。

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:読解と内容理解質問、書く
ための語彙・表現・文型の練習、作文練習 第 15 週:期末テスト (筆記テストと作文)

履修条件

社会的なテーマに関する文章を読んで理解できる程度の読解力と、それを表現できる
作文力と漢字・語彙力が必要。日本語能力検定 N2 レベル程度。

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

読み物についての理解を深めるため、各自で背景知識について情報収集することが望

法

ましい。

教科書

プリント教材

参考書

なし

受講生に望むこと

課題作文は宿題として出されるので、必ず提出するようにしてほしい。

その他

Course

Comprehensive Japanese 6 Reading and Writing B

Course No.

3901342

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

FallABC Thu3

Instructor

Kenichi Nakayama

Course Overview

Students will be able to speak and write compositions about what they think of
the somewhat highly specialized things they read for class.

Remarks

For undergraduate exchange students (tokubetsu chokogakusei).

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to:
・ correctly understand the content of readings such as news articles, essays,

narratives, etc.
・ appropriately express both orally and in writing what they understood and

thought about the reading.
・ learn and use vocabulary, expressions, grammar, and sentence patterns for

writing purposes
Schedule

Week 1: Orientation/Level check
Weeks 2 to 14: Reading comprehension and content questions; exercises on vocabulary, expressions, and sentence patterns for writing purposes; composition
writing practice.
Week 15: Final exam (Written test and composition writing)

Prerequisites

Students must possess reading comprehension skills that allow them to understand material with social themes, and have the writing skills and knowledge of
kanji and vocabulary to be able to write about these. Students

level should be

equivalent to the Japanese-Language Proficiency Test Level N2.
Grading policy

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

Study outside of class

Students are advised to gather background information on the readings on their
own in order to deepen their understanding of the text.

Textbook(s)

Handouts

Reference book(s)

None

Student

Compositions are assigned as homework and must be submitted accordingly.

ments
Others

require-

授業科目名

総合日本語 6 演習 A

科目番号

3901352

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

春 ABC 水 3

担当教員

山田 野絵

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

プロジェクトワーク:グループでプロジェクトを企画、立案、作成、発表する。
第 1 週:オリエンテーション 第 2-15 週:スケジュールに基づき授業を行う。
※初回授業時に、詳細なスケジュール等配布する。

履修条件

総合日本語 6 レベル

成績評価方法

授業への取り組み 50%、発表 50%

授業外における学習方

課題に必要な情報収集や発表準備等をグループで行う

法
教科書
参考書

必要時に紹介する。

受講生に望むこと

課題は基本的にグループワークで行うため、積極的、協力的な態度で、責任感を持っ
て授業に取り組むこと。

その他

1) 受講生の人数などによって一部授業内容を変更することがある。
2) 課題提出などに manaba を使用する場合がある。

Course

Comprehensive Japanese 6 Seminar A

Course No.

3901352

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

SprABC Wed3

Instructor

Noe Yamada

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

Schedule

Project work:Students will plan, create, implement, and present projects in
groups.
Week 1: Orientation
Weeks 2 to 15: Classes will be conducted according to the schedule.
* A detailed schedule will be handed out on the first day of classes.

Prerequisites

Students must be in Level Comprehensive Japanese 6.

Grading policy

Class participation and involvement: 50%, Presentations: 50%

Study outside of class

Students must prepare and gather necessary information for class activities and
presentations in groups.

Textbook(s)
Reference book(s)

Will be introduced in class as necessary.

Student

Tasks will mainly be done in groups, so students must approach the class in an

require-

ments

active and cooperative manner, and take responsibility for their share of the work.

Others

1) Class content may be adjusted according to the number of students enrolled,
etc.
2) Homework submission will occasionally be done through Manaba.

授業科目名

総合日本語 6 演習 B

科目番号

3901362

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

秋 ABC 水 3

担当教員

山田 野絵

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

プロジェクトワーク:グループでプロジェクトを企画、立案、作成、発表する。
第 1 週:オリエンテーション 第 2-15 週:スケジュールに基づき授業を行う。
※初回授業時に、詳細なスケジュール等配布する。

履修条件

総合日本語 6 レベル

成績評価方法

授業への取り組み 50%、発表 50%

授業外における学習方

課題に必要な情報収集や発表準備等をグループで行う

法
教科書
参考書

必要時に紹介する。

受講生に望むこと

課題は基本的にグループワークで行うため、積極的、協力的な態度で、責任感を持っ
て授業に取り組むこと。

その他

1) 受講生の人数などによって一部授業内容を変更することがある。
2) 課題提出などに manaba を使用する場合がある。

Course

Comprehensive Japanese 6 Seminar B

Course No.

3901362

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

FallABC Wed3

Instructor

Noe Yamada

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

Schedule

Project work: Students will plan, create, implement, and present projects in
groups.
Week 1: Orientation
Weeks 2 to 15: Classes will be conducted according to the schedule.
* A detailed schedule will be handed out on the first day of classes.

Prerequisites

Students must be in Level Comprehensive Japanese 6.

Grading policy

Class participation and involvement: 50%, Presentations: 50%

Study outside of class

Students must prepare and gather necessary information for class activities and
presentations in groups.

Textbook(s)
Reference book(s)

Will be introduced in class as necessary.

Student

Tasks will mainly be done in groups, so students must approach the class in an

require-

ments

active and cooperative manner, and take responsibility for their share of the work.

Others

1) Class content may be adjusted according to the number of students enrolled,
etc.
2) Homework submission will occasionally be done through Manaba.

