授業科目名

総合日本語 7 文法 A

科目番号

3901372

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

春 ABC 火 4

担当教員

陳 一吟

授業概要

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

初級・中級で学んだ文型、文法項目について復習しながら、上級で必要な文法項目を

テーマ

学ぶ。文法的な知識だけではなく、意味や使い方の理解を通して文法項目の語用的な
特徴や関連する文法項目との使い分け、日常の場面における文法項目の正確な使用を
重視した実用的な文法を学ぶ。

授業の概要・計画

教科書に沿って授業を行う。第 1 週:オリエンテーション・レベルチェック
第 2 週:受け身表現
第 3 週:使役・使役受け身
第 4 週:可能・不可能
第 5 週:「は」と「が」
第 6 週:素材敬語
第 7 週:対者敬語
第 8 週:中間試験
第 9 週:「のだ」を使った表現
第 10 週:条件
第 11 週:取り立て助詞
第 12 週:原因・理由
第 13 週:根拠
第 14 週:説明
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 7 レベルに認定されていること。

成績評価方法

中間試験 30%、期末試験 30%、クイズ 40%
※ 70% 以上出席必要 (大学では 3 分の 1 出席を必要としている)

授業外における学習方

教科書と練習問題プリントの予習・復習

法
教科書

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

参考書

授業内で紹介する。

受講生に望むこと

積極的に自習をすること。

その他

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ること。

Course

Comprehensive Japanese 7 Grammar A

Course No.

3901372

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

SprABC Tue4

Instructor

Yiyin Chen

Course Overview

Students will learn and be able to use advanced level 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 intermediate level grammar items.

Schedule

Week 1:Orientation/Level check
Weeks 2 to 14:Study of grammar items and practice problems based on 4 capters
(choose chapters at the first class according to the result of level check), Quizzes
for each chapters
Week 8: Midterm test
Week 15: Final test

Prerequisites

Students should have been placed in Level 7 according to the placement test.

Grading policy

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

Study outside of class

Preview and review of textbook and practice problem handouts

Textbook(s)
Reference book(s)

To be introduced in class.

Student

Students are expected to be active learners.

require-

ments
Others

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

授業科目名

総合日本語 7 文法 B

科目番号

3901382

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

秋 ABC 火 4

担当教員

陳 一吟

授業概要

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

初級・中級で学んだ文型、文法項目について復習しながら、上級で必要な文法項目を

テーマ

学ぶ。文法的な知識だけではなく、意味や使い方の理解を通して文法項目の語用的な
特徴や関連する文法項目との使い分け、日常の場面における文法項目の正確な使用を
重視した実用的な文法を学ぶ。

授業の概要・計画

教科書に沿って授業を行う第 1 週:オリエンテーション・レベルチェック
第 2 週:受け身表現
第 3 週:使役・使役受け身
第 4 週:可能・不可能
第 5 週:「は」と「が」
第 6 週:素材敬語
第 7 週:対者敬語
第 8 週:中間試験
第 9 週:「のだ」を使った表現
第 10 週:条件
第 11 週:取り立て助詞
第 12 週:原因・理由
第 13 週:根拠
第 14 週:説明
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 7 レベルに認定されていること。

成績評価方法

中間試験 30%、期末試験 30%, クイズ 40%

授業外における学習方

教科書と練習問題プリントの予習・復習

法
教科書

『実用日本語文法 上級』 筑波大学グローバルコミュニケーションセンター 発行

参考書

授業内で紹介する。

受講生に望むこと

積極的に自習をすること。

その他

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ること。

Course

Comprehensive Japanese 7 Grammar B

Course No.

3901382

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

FallABC Tue4

Instructor

Yiyin Chen

Course Overview

Students will learn and be able to use advanced level 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 intermediate level grammar items.

Schedule

Week 1:Orientation/Level check
Weeks 2 to 14:Study of grammar items and practice problems based on 4 capters
(choose chapters at the first class according to the result of level check), Quizzes
for each of chapters
Week 8: Midterm test
Week 15: Final test

Prerequisites

Students should have been placed in Level 7 according to the placement test.

Grading policy

Midterm test 30%、Final test 40%, Homework 10%, Quiz 20%

Study outside of class

Preview and review of textbook and practice problem handouts

Textbook(s)
Reference book(s)

To be introduced in class.

Student

Students are expected to be active learners.

require-

ments
Others

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

授業科目名

総合日本語 7 話す聞く A

科目番号

3901392

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

春 ABC 金 4

担当教員

助川 愛

授業概要

社会, 文化に関する話題について、その内容を理解する。内容をまとめ、それについ
て自分の意見を他者にわかりやすく説明することができる。

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

様々な社会、文化に関する話題を通して、その背景を知るとともに、聞く能力を向上

テーマ

させる。
分かりやすく魅力的に話す力を養う。

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

総合日本語 7 以上
出席が 70% 以上できること

成績評価方法

授業への参加態度 (課題の提出含む)30%、口頭発表 40%、テスト 30%

授業外における学習方

manaba による復習

法
教科書

適宜ハンドアウトを配布

参考書
受講生に望むこと

クラスでは協働学習を取り入れるので、積極的な参加を望む。

その他

受講者の関心やニーズに合わせて、授業で取り扱う課題は柔軟に対応していく。

Course

Comprehensive Japanese 7 Speaking and Listening A

Course No.

3901392

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

SprABC Fri4

Instructor

Ai Sukegawa

Course Overview

Students will understand content concerning social and cultural themes. They
will be able to summarize content, and express their opinion about it to others
in an easy-to-understand manner.

Remarks

For undergraduate exchange students (tokubetsu chokogakusei).

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will improve their listening skills through engaging with various topics on Japanese society and culture, and understand their social and cultural
contexts. Students will improve their speaking skills in order to speak in an
easy-to-understand and appealing manner.

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 handed out on the first day of class.

Prerequisites

Students should be in Comprehensive Japanese 7 level or higher.

Grading policy

Active participation(including homework assignments) 30%
Presentations 40%
Final exam 30%
*Attendance of 70% or more is required.

Study outside of class

Students will be expected to review using MANABA.

Textbook(s)

Handouts will be given.

Reference book(s)
Student

require-

Active participation is required for collaborative learning.

ments
Others

The class will be flexible according to the students’ interests and needs, and
changes will be made to exercises, tasks, and assignments as necessary.

授業科目名

総合日本語 7 話す聞く B

科目番号

3901402

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

秋 ABC 金 4

担当教員

助川 愛

授業概要

社会, 文化に関する話題について、その内容を理解する。内容をまとめ、それについ
て自分の意見を他者にわかりやすく説明することができる。

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

様々な社会、文化に関する話題を通して、その背景を知るとともに、聞く能力を向上

テーマ

させる。
分かりやすく魅力的に話す力を養う。

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

総合日本語 7 以上
出席が 70% 以上できること

成績評価方法

授業への参加態度 (課題の提出含む)30%、口頭発表 40%、テスト 30%

授業外における学習方

manaba による復習

法
教科書

適宜ハンドアウトを配布

参考書
受講生に望むこと

クラスでは協働学習を取り入れるので、積極的な参加を望む。

その他

受講者の関心やニーズに合わせて、授業で取り扱う課題は柔軟に対応していく。

Course

Comprehensive Japanese 7 Speaking and Listening B

Course No.

3901402

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

FallABC Fri4

Instructor

Ai Sukegawa

Course Overview

Students will understand content concerning social and cultural themes. They
will be able to summarize content, and express their opinion about it to others
in an easy-to-understand manner.

Remarks

For undergraduate exchange students (tokubetsu chokogakusei).

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will improve their listening skills through engaging with various topics on Japanese society and culture, and understand their social and cultural
contexts. Students will improve their speaking skills in order to speak in an
easy-to-understand and appealing manner.

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 handed out on the first day of class.

Prerequisites

Students should be in Comprehensive Japanese 7 level or higher.

Grading policy

Active participation(including homework assignments) 30%
Presentations 40%
Final test 30%
*Attendance of 70% or more is required.

Study outside of class

Students will be expected to review using MANABA.

Textbook(s)

Handouts will be given.

Reference book(s)
Student

require-

Active participation is required for collaborative learning.

ments
Others

The class will be flexible according to the students’ interests and needs, and
changes will be made to exercises, tasks, and assignments as necessary.

授業科目名

総合日本語 7 読む書く A

科目番号

3901412

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

春 ABC 木 4

担当教員

中山 健一

授業概要

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

・新聞記事などを読み、構成や内容を理解して適切な要約ができる

テーマ

・物語、エッセイなどを読んで、その内容に基づく小論文や意見文が書ける
・読み手を意識した分かりやすい構成の文章が書ける

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:要約、読解 (内容理解問題)、表現練習、作文練習、中間テスト
第 15 週:期末テスト (筆記テストと小論文)

履修条件

日本語の新聞記事を読める程度の読解力と、それを表現できる作文力、漢字・語彙力
が必要。
日本語能力試験 N1 レベルが望ましい。

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、宿題提出、読み物の背景知識に関する情報収集

法
教科書

授業開始時に指示する。

参考書

授業時に紹介する。

受講生に望むこと

課題作文は宿題として提出されるので、必ず提出してほしい。授業ではペア/グルー
プワークの活動を取り入れるので積極的に参加してほしい。

その他

受講者の状況により授業内容を変更することがある。

Course

Comprehensive Japanese 7 Reading and Writing A

Course No.

3901412

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

SprABC Thu4

Instructor

Kenichi Nakayama

Course Overview

Students will be able to speak and write compositions about what they think of
the 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:
・read news articles, etc. and write appropriate summaries of them based on

content and structure.
・read materials such as narratives, essays, etc. and write an opinion essay or

short paper about them.
・write a clear, well-structured composition mindful of their target reader.

Schedule

Week 1: Orientation/ Level check
Week 2 to 14: Summarizing, reading(questions of the text), writing exercises,
composition writing practice, Midterm test
Week 15: Final test(Written test and essay writing)

Prerequisites

Students are required to possess reading comprehension skills that allows them
to understand news articles, and have writing skills and knowledge of kanji and
vocabulary to be able to write about these.
A level equivalent to Japanese-Language Proficiency Test Level N1 is desirable.

Grading policy

Compositions 30%, Midterm test 30%, Final test 40%

Study outside of class

Prepare for and review lessons, submit homework, gather background information
for reading materials

Textbook(s)

The textbook will be announced when the course starts.

Reference book(s)

To be introduced in class.

Student

Compositions are assigned as homework and must be submitted accordingly. Stu-

require-

ments

dents are expected to actively participate in pair/group activities while lesson.

Others

The class content may change to the students’ needs.

授業科目名

総合日本語 7 読む書く B

科目番号

3901422

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

秋 ABC 木 4

担当教員

中山 健一

授業概要

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

・新聞記事などを読み、構成や内容を理解して適切な要約ができる

テーマ

・物語、エッセイなどを読んで、その内容に基づく小論文や意見文が書ける
・読み手を意識した分かりやすい構成の文章が書ける

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:要約、読解 (内容理解問題)、表現練習、作文練習、中間テスト
第 15 週:期末テスト (筆記テストと小論文)

履修条件

日本語の新聞記事を読める程度の読解力と、それを表現できる作文力、漢字・語彙力
が必要。
日本語能力試験 N1 レベルが望ましい。

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、宿題提出、読み物の背景知識に関する情報収集

法
教科書

授業開始時に指示する。

参考書

授業時に紹介する。

受講生に望むこと

課題作文は宿題として提出されるので、必ず提出してほしい。授業ではペア/グルー
プワークの活動を取り入れるので積極的に参加してほしい。

その他

受講者の状況により授業内容を変更することがある。

Course

Comprehensive Japanese 7 Reading and Writing B

Course No.

3901422

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

FallABC Thu4

Instructor

Kenichi Nakayama

Course Overview

Students will be able to speak and write compositions about what they think of
the 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:
・read news articles etc. and write appropriate summaries of them based on

certain understanding of contents and structure.
・read materials such as narratives, essays etc. and write an opinion essay or

short paper about them.
・write a clear, well-structured composition mindful of their target reader.

Schedule

Week 1: Orientation/ Level check
Week 2 to 14: Summarizing, reading(questions of the text), writing exercises,
composition writing practice, Midterm test
Week 15: Final test(Written test and essay writing)

Prerequisites

Students must possess reading comprehension skills that allow them to understand news articles, and have writing skills and knowledge of kanji and vocabulary to be able to write about these. A level equivalent to Japanese-Language
Proficiency Test Level N1 is desirable.

Grading policy

Compositions 30%, Midterm test 30%, Final test 40%

Study outside of class

Prepare for and review lessons, submit homework, gather background information
for reading materials

Textbook(s)

The textbook will be announced when the course starts.

Reference book(s)

To be introduced in class.

Student

Compositions are assigned as homework and must be submitted accordingly. Stu-

require-

ments

dents are expected to actively participate in pair/group activities while lesson.

Others

The class content may change to the students’ needs.

授業科目名

総合日本語 7 演習 A

科目番号

3901432

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

春 ABC 水 4

担当教員

小林 真紀子

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

ニュース番組や特集など (社会、文化、仕事) で取り上げられているさまざまな時事

テーマ

問題を題材にし、ディスカッションとグループワークを通して、より高度な内容につ
いて正確に且つ効率よく説明できるようになる。

授業の概要・計画

ニュースの内容をまとめたり、語彙の整理をしたりし、自分の意見を分かりやすくま
とめて効率よく他者に伝えることができる。最後にプロジェクトワークを行う。

履修条件

外国人留学生のうち特別聴講学生 (学群) が受講できる。日本語能力試験 N1 程度

成績評価方法

授業への取り組み 20%, 課題 20%、クラス活動 60%(内訳:グループディスカッション
への参加 20%、ミニ発表 10%、最終プロジェクト 30%)

授業外における学習方

時事問題などの資料を集め、自分の意見をまとめる。日本人にインタビューをし、自

法

分でさらに調べるなどの準備

教科書
参考書

特になし。

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、協力的な態度で参加すること

その他

授業の説明を行うため、授業初日は休まないこと。

Course

Comprehensive Japanese 7 Seminar A

Course No.

3901432

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

SprABC Wed4

Instructor

Makiko Kobayashi

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 strengthen their Japanese oral abilities.

Schedule

Students will complete projects which propose plans of use to Japanese society.
They will also make eﬀective presentations outlining their plans.

Prerequisites

Tokubetsu choukougakusei(exchange students(undergraduate)) may attend.
Student’s level must be Japanese-Language Proficiency Test Level N1 or its equivalent.

Grading policy

Class participation 30%, Oral expression assignments 50%, Writing assignments
20%

Study outside of class

Collection of data and materials necessary for putting together the plan proposals,
preparations for presentations, etc.

Textbook(s)
Reference book(s)
Student

require-

Since the assignments will generally be done in groups, students are expected to

ments

participate fully and maintain cooperative attitudes.

Others

The Tsukuba online learning tool, manaba, will be used in class on occasion.

授業科目名

総合日本語 7 演習 B

科目番号

3901442

単位数

1.0 単位

標準履修年次

1 年次

時間割

秋 ABC 水 4

担当教員

小林 真紀子

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

ニュース番組や特集など (社会、文化、仕事) で取り上げられているさまざまな時事

テーマ

問題を題材にし、ディスカッションとグループワークを通して、より高度な内容につ
いて正確に且つ効率よく説明できるようになる。。

授業の概要・計画

ニュースの内容をまとめたり、語彙の整理をしたりし、自分の意見を分かりやすくま
とめて効率よく他者に伝えることができる。最後にプロジェクトワークを行う。

履修条件

外国人留学生のうち特別聴講学生 (学群) が受講できる。日本語能力試験 N1 程度

成績評価方法

授業への取り組み 20%, 課題 20%、クラス活動 60%(内訳:グループディスカッション
への参加 20%、ミニ発表 10%、最終プロジェクト 30%)

授業外における学習方

時事問題などの資料を集め、自分の意見をまとめる。日本人にインタビューをし、自

法

分でさらに調べるなどの準備

教科書
参考書

特になし。

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、協力的な態度で参加すること

その他

授業の説明を行うため、授業初日は休まないこと。

Course

Comprehensive Japanese 7 Seminar B

Course No.

3901442

Credits

1.0Credits

Grade

1Year

Timetable

FallABC Wed4

Instructor

Makiko Kobayashi

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 strengthen their Japanese oral abilities.

Schedule

Students will complete projects which propose plans of use to Japanese society.
They will also make eﬀective presentations outlining their plans.

Prerequisites

Tokubetsu choukougakusei(exchange students(undergraduate)) may attend.
Student’s level must be Japanese-Language Proficiency Test Level N1 or its equivalent.

Grading policy

Class participation 30%, Oral expression assignments 50%, Writing assignments
20%

Study outside of class

Collection of data and materials necessary for putting together the plan proposals,
preparations for presentations, etc.

Textbook(s)
Reference book(s)
Student

require-

Since the assignments will generally be done in groups, students are expected to

ments

participate fully and maintain cooperative attitudes.

Others

The Tsukuba online learning tool, manaba, will be used in class on occasion.

