授業科目名

補講日本語 4 文法-1A

科目番号

XJ04092

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 月 1

担当教員

安 祥希

授業概要

大学での生活・勉学のための日本語を身につける。文法について初級で学んだ日本語
の運用力を高める。また、中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようにな
る。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

初級で勉強した文型を復習し、語形の変化の少ない表現を取り上げ、どのような状況

テーマ

でどう使い分けるのか、より詳しく学ぶ。

授業の概要・計画

初回の授業は 4 月 15 日です。初回は文法レベル判定テスト、オリエンテーション
を実施します。4 月 22 日から教科書で勉強します。必ずテキストを持ってきてくだ
さい。
第 1 週 オリエンテーション (レベルチェックテスト)、第 2 週-第 9 週 毎週 1 課ずつ
勉強する、第 10 週 期末テスト。
日本語 4 文法クラスでは、『レベルアップ日本語文法 中級』L1-L8 を勉強します。

履修条件

初級レベルの日本語コースが終わっていること。70% 以上の出席が必要です。

成績評価方法

小テスト 8 回 (30%)、期末テスト (70%)

授業外における学習方

manaba でドリルをすることができます。授業前に予習用として使ってください。

法
教科書

『レベルアップ日本語文法 中級』許明子 他 (くろしお出版)¥2376
※大学の本屋 (丸善 (まるぜん)) で買ってください。丸善では¥2138 で買えます。

参考書
受講生に望むこと

授業の前に必ず予習をしてきてください。正確な日本語の文法の使い方を確認するた
め、多くの文を作って議論します。授業が終わった後は必ず復習してください。

その他

Course

Japanese 4 Grammar-1A (pre-intermediate)

Course No.

XJ04092

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Mon1

Instructor

SANGHEE AHN

Course Overview

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their ability to use grammar learned at the elementary level. In
addition, they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will review grammar points and sentence patterns covered in the elementary level. This course will focus on expressions with few variations in conjugation, and how to diﬀerentiate between them according to the situation.

Schedule

The first class will be April 15th. There will be a grammar level check test, as
well as orientation, on the first day. The following week (Apr. 22), we will begin
studying from the textbook. Please bring your textbook to class.
Week 1 : Orientation and level check test
Week 2-9: Study of 1 unit per week
Week 10 : Final exam
In this course, we will study ”Level Up Nihongo Bunpou Chuukyuu” L1-8.

Prerequisites

Students must already possess grammar proficiency equivalent to having finished
the elementary level. 70% or higher attendance is required.

Grading policy

Quizzes (8x) 30%, Final exam 70%

Study outside of class

Practice drills are available on Manaba. Please use them to review before class.

Textbook(s)

Leberu appu nihongo bunpou Kuroshio Publishing (2013)¥2376
※ If you buy it at Maruzen (the university bookstore) it is only ¥2138

Reference book(s)
Student
ments

require-

Students are expected to preview lessons before coming to class. They will be
asked to write many example sentences and discuss these in class in order to
firmly grasp the correct usage of each grammar point. Students should review
lessons after each class.

Others

授業科目名

補講日本語 4 文法-2A

科目番号

XJ04102

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 月 4

担当教員

安 祥希

授業概要

大学での生活・勉学のための日本語を身につける。文法について初級で学んだ日本語
の運用力を高める。また、中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようにな
る。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

初級で勉強した文型を復習し、語形の変化の少ない表現を取り上げ、どのような状況

テーマ

でどう使い分けるのか、より詳しく学ぶ。

授業の概要・計画

初回の授業は 4 月 15 日です。初回は文法レベル判定テスト、オリエンテーション
を実施します。4 月 22 日から教科書で勉強します。必ずテキストを持ってきてくだ
さい。
第 1 週 オリエンテーション (レベルチェックテスト)、第 2 週-第 9 週 毎週 1 課ずつ
勉強する、第 10 週 期末テスト。
日本語 4 文法クラスでは、『レベルアップ日本語文法 中級』L1-L8 を勉強します。

履修条件

初級レベルの日本語コースが終わっていること。70% 以上の出席が必要です。

成績評価方法

小テスト 8 回 (30%)、期末テスト (70%)

授業外における学習方

manaba でドリルをすることができます。授業前に予習用として使ってください。

法
教科書

『レベルアップ日本語文法 中級』許明子 他 (くろしお出版)¥2376
※大学の本屋 (丸善 (まるぜん)) で買ってください。丸善では¥2138 で買えます。

参考書
受講生に望むこと

授業の前に必ず予習をしてきてください。正確な日本語の文法の使い方を確認するた
め、多くの文を作って議論します。授業が終わった後は必ず復習してください。

その他

Course

Japanese 4 Grammar-2A (pre-intermediate)

Course No.

XJ04102

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Mon4

Instructor

SANGHEE AHN

Course Overview

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their ability to use grammar learned at the elementary level. In
addition, they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will review grammar points and sentence patterns covered in the elementary level. This course will focus on expressions with few variations in conjugation, and how to diﬀerentiate between them according to the situation.

Schedule

The first class will be April 15th. There will be a grammar level check test, as
well as orientation, on the first day. The following week (Apr. 22), we will begin
studying from the textbook. Please bring your textbook to class.
Week 1 : Orientation and level check test
Week 2-9: Study of 1 unit per week
Week 10 : Final exam
In this course, we will study ”Level Up Nihongo Bunpou Chuukyuu” L1-8.

Prerequisites

Students must already possess grammar proficiency equivalent to having finished
the elementary level. 70% or higher attendance is required.

Grading policy

Quizzes (8x) 30%, Final exam 70%

Study outside of class

Practice drills are available on Manaba. Please use them to review before class.
fore class.

Textbook(s)

Leberu appu nihongo bunpou Kuroshio Publishing (2013)¥2376
※ If you buy it at Maruzen (the university bookstore) it is only ¥2138

Reference book(s)
Student
ments

require-

Students are expected to preview lessons before coming to class. They will be
asked to write many example sentences and discuss these in class in order to
firmly grasp the correct usage of each grammar point. Students should review
lessons after each class.

Others

授業科目名

補講日本語 4 文法-1B

科目番号

XJ04112

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 月 1

担当教員

安 祥希

授業概要

大学での生活・勉学のための日本語を身につける。文法について初級で学んだ日本語
の運用力を高める。また、中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようにな
る。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

初級で勉強した文型を復習し、語形の変化の少ない表現を取り上げ、どのような状況

テーマ

でどう使い分けるのか、より詳しく学ぶ。

授業の概要・計画

初回の授業は 10 月 7 日です。初回は文法レベル判定テスト、オリエンテーションを
実施します。10 月 18 日 (金) から教科書で勉強します。必ずテキストを持ってきて
ください。
第 1 週 オリエンテーション (レベルチェックテスト)、第 2 週-第 9 週毎週 1 課ずつ勉
強する。第 10 週 期末テスト
日本語 4 文法クラスでは、『レベルアップ日本語文法 中級』L1-L8 を勉強します。

履修条件

初級レベルの日本語コースが終わっていること。70% 以上の出席が必要です。

成績評価方法

小テスト 8 回 (30%)、期末テスト (70%)

授業外における学習方

manaba でドリルをすることができます。授業前に予習用として使ってください。

法
教科書

『レベルアップ日本語文法 中級』許明子 他 (くろしお出版)¥2376
※大学の本屋 (丸善 (まるぜん)) で買ってください。丸善では¥2138 で買えます。

参考書
受講生に望むこと

授業の前に必ず予習をしてきてください。正確な日本語の文法の使い方を確認するた
め、多くの文を作って議論します。授業が終わった後は必ず復習してください。

その他

Course

Japanese 4 Grammar-1B (pre-intermediate)

Course No.

XJ04112

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Mon1

Instructor

SANGHEE AHN

Course Overview

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their ability to use grammar learned at the elementary level. In
addition, they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will review grammar points and sentence patterns covered in the elementary level. This course will focus on expressions with few variations in conjugation, and how to diﬀerentiate between them according to the situation.

Schedule

The first class will be October 7. There will be a grammar level check test, as
well as orientation, on the first day. The following week (Fri., Oct. 18), we will
begin studying from the textbook. Please bring your textbook to class.
Week 1 : Orientation and level check test
Week 2-9: Study of 1 unit per week
Week 10 : Final exam
In this course, we will study ”Level Up Nihongo Bunpou Chuukyuu” L1-8.

Prerequisites

Students must already possess grammar proficiency equivalent to having finished
the elementary level. 70% or higher attendance is required.

Grading policy

Quizzes (8x) 30%, Final exam 70%

Study outside of class

Practice drills are available on Manaba. Please use them to review before class.

Textbook(s)

Leberu appu nihongo bunpou Kuroshio Publishing (2013)¥2376
※ If you buy it at Maruzen (the university bookstore) it is only ¥2138

Reference book(s)
Student
ments

require-

Students are expected to preview lessons before coming to class. They will be
asked to write many example sentences and discuss these in class in order to
firmly grasp the correct usage of each grammar point. Students should review
lessons after each class.

Others

授業科目名

補講日本語 4 文法-2B

科目番号

XJ04122

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 月 4

担当教員

安 祥希

授業概要

大学での生活・勉学のための日本語を身につける。文法について初級で学んだ日本語
の運用力を高める。また、中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようにな
る。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

初級で勉強した文型を復習し、語形の変化の少ない表現を取り上げ、どのような状況

テーマ

でどう使い分けるのか、より詳しく学ぶ。

授業の概要・計画

初回の授業は 10 月 7 日です。初回は文法レベル判定テスト、オリエンテーションを
実施します。10 月 18 日 (金) から教科書で勉強します。必ずテキストを持ってきて
ください。
第 1 週 オリエンテーション (レベルチェックテスト)、第 2 週-第 9 週毎週 1 課ずつ勉
強する。第 10 週 期末テスト。
日本語 4 文法クラスでは、『レベルアップ日本語文法 中級』L1-L8 を勉強します。

履修条件

初級レベルの日本語コースが終わっていること。70% 以上の出席が必要です。

成績評価方法

小テスト 8 回 (30%)、期末テスト (70%)

授業外における学習方

manaba でドリルをすることができます。授業前に予習用として使ってください。

法
教科書

『レベルアップ日本語文法 中級』許明子 他 (くろしお出版)¥2376
※大学の本屋 (丸善 (まるぜん)) で買ってください。丸善では¥2138 で買えます。

参考書
受講生に望むこと

授業の前に必ず予習をしてきてください。正確な日本語の文法の使い方を確認するた
め、多くの文を作って議論します。授業が終わった後は必ず復習してください。

その他

Course

Japanese 4 Grammar-2B (pre-intermediate)

Course No.

XJ04122

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Mon4

Instructor

SANGHEE AHN

Course Overview

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their ability to use grammar learned at the elementary level. In
addition, they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will review grammar points and sentence patterns covered in the elementary level. This course will focus on expressions with few variations in conjugation, and how to diﬀerentiate between them according to the situation.

Schedule

The first class will be on October 7. There will be a grammar level check test, as
well as orientation, on the first day. The following week (Fri., Oct. 18), we will
begin studying from the textbook. Please bring your textbook to class.
Week 1 : Orientation and level check test
Week 2-9: Study of 1 unit per week
Week 10 : Final exam
In this course, we will study ”Level Up Nihongo Bunpou Chuukyuu” L1-8.

Prerequisites

Students must already possess grammar proficiency equivalent to having finished
the elementary level. 70% or higher attendance is required.

Grading policy

Quizzes (8x) 30%, Final exam 70%

Study outside of class

Practice drills are available on Manaba. Please use them to review before class.

Textbook(s)

Leberu appu nihongo bunpou Kuroshio Publishing (2013)¥2376
※ If you buy it at Maruzen (the university bookstore) it is only ¥2138

Reference book(s)
Student
ments

require-

Students are expected to preview lessons before coming to class. They will be
asked to write many example sentences and discuss these in class in order to
firmly grasp the correct usage of each grammar point. Students should review
lessons after each class.

Others

授業科目名

補講日本語 4 話す-1A

科目番号

XJ04132

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 水 1

担当教員

杉浦 千里

授業概要

大学での生活・勉学のための日本語を身につける。話すについて初級で学んだ日本語
の運用力を高める。また、中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようにな
る。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

日常生活や大学での基本的な話す力を高めることを目標とする。ディスカッションの

テーマ

方法や、簡単な発表の方法も学ぶ。

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 2-5 週:ディスカッション練習 第 6
週:中間テスト 第 7-8 週:発表練習 第 9-10 週:期末発表

履修条件

初級の学習が終わっている者

成績評価方法

授業参加度と宿題 30% 中間テスト 30% 期末発表 40%

授業外における学習方
法
教科書

自作教材を配布する。

参考書
受講生に望むこと
その他

宿題をしてくること。授業では他の学生とよく話し合うこと。

Course

Japanese 4 Speaking-1A (pre-intermediate)

Course No.

XJ04132

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Wed1

Instructor

Chisato Sugiura

Course Overview

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their speaking ability gained at the elementary level. In addition,
they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their speaking ability gained at the elementary level. In addition,
they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.
The aim of this course is to improve basic speaking skills for everyday situations
and an academic environment. Students will learn strategies for discussion and
simple presentations.

Schedule

Week 1: Orientation and Level Check
Weeks 2-5: Discussion practice
Week 6: Midterm
Weeks 7-8: Presentation practice
Weeks 9-10: Final presentations

Prerequisites

Students should have completed elementary Japanese.

Grading policy

Class participation and homework 30%, Midterm exam 30%, Final presentation
40%

Study outside of class
Textbook(s)

Handouts to be given in class.

Reference book(s)
Student
ments
Others

require-

Students should do their homework. They are expected to speak with each other
actively in class.

授業科目名

補講日本語 4 話す-2A

科目番号

XJ04142

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 水 4

担当教員

杉浦 千里

授業概要

大学での生活・勉学のための日本語を身につける。話すについて初級で学んだ日本語
の運用力を高める。また、中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようにな
る。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

日常生活や大学での基本的な話す力を高めることを目標とする。ディスカッションの

テーマ

方法や、簡単な発表の方法も学ぶ。

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 2-5 週:ディスカッションの練習、第

6 週:中間テスト 第 7-8 週:発表練習 第 9-10 週:期末発表
履修条件

初級の学習が終わっている者

成績評価方法

授業参加度と宿題 30% 会話テスト 30% 期末発表 40%

授業外における学習方
法
教科書

自作教材を配布する。

参考書
受講生に望むこと
その他

宿題をしてくること。授業では他の学生とよく話し合うこと。

Course

Japanese 4 Speaking-2A (pre-intermediate)

Course No.

XJ04142

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Wed4

Instructor

Chisato Sugiura

Course Overview

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their speaking ability gained at the elementary level. In addition,
they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.

Remarks

For international students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their speaking ability gained at the elementary level. In addition,
they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.
The aim of this course is to improve basic speaking skills for everyday situations
and an academic environment. Students will learn strategies for discussion and
simple presentations.

Schedule

Week 1: Orientation and Level Check
Weeks 2-5: Discussion practice
Week 6: Midterm
Weeks 7-8: Presentation practice
Weeks 9-10: Final presentations

Prerequisites

Students should have completed elementary Japanese.

Grading policy

Class participation and homework 30%, Midterm exam 30%, Final presentation
40%

Study outside of class
Textbook(s)

Handouts to be given in class.

Reference book(s)
Student
ments
Others

require-

Students should do their homework. They are expected to speak with each other
actively in class.

授業科目名

補講日本語 4 話す-1B

科目番号

XJ04152

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 水 1

担当教員

杉浦 千里

授業概要

大学での生活・勉学のための日本語を身につける。話すについて初級で学んだ日本語
の運用力を高める。また、中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようにな
る。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

日常生活や大学での基本的な話す力を高めることを目標とする。ディスカッションの

テーマ

方法や、簡単な発表の方法も学ぶ。

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 2-5 週:ディスカッション練習 第 6
週:中間テスト 第 7-8 週:発表練習 第 9-10 週:期末発表

履修条件

初級の学習が終わっている者

成績評価方法

授業参加度と宿題 30% 中間テスト 30% 期末発表 40%

授業外における学習方
法
教科書

自作教材を配布する。

参考書
受講生に望むこと
その他

宿題をしてくること。授業では他の学生とよく話し合うこと。

Course

Japanese 4 Speaking-1B (pre-intermediate)

Course No.

XJ04152

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Wed1

Instructor

Chisato Sugiura

Course Overview

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their speaking ability gained at the elementary level. In addition,
they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their speaking ability gained at the elementary level. In addition,
they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.
The aim of this course is to improve basic speaking skills for everyday situations
and an academic environment. Students will learn strategies for discussion and
simple presentations.

Schedule

Week 1: Orientation and Level Check
Weeks 2-5: Discussion practice
Week 6: Midterm
Weeks 7-8: Presentation practice
Weeks 9-10: Final presentations

Prerequisites

Students should have completed elementary Japanese.

Grading policy

Class participation and homework 30%, Midterm exam 30%, Final presentation
40%

Study outside of class
Textbook(s)

Handouts to be given in class.

Reference book(s)
Student
ments
Others

require-

Students should do their homework. They are expected to speak with each other
actively in class.

授業科目名

補講日本語 4 話す-2B

科目番号

XJ04162

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 水 4

担当教員

杉浦 千里

授業概要

大学での生活・勉学のための日本語を身につける。話すについて初級で学んだ日本語
の運用力を高める。また、中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようにな
る。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

日常生活や大学での基本的な話す力を高めることを目標とする。ディスカッションの

テーマ

方法や、簡単な発表の方法も学ぶ。

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 2-5 週:ディスカッション練習 第 6
週:中間テスト 第 7-8 週:発表練習 第 9-10 週:期末発表

履修条件

初級の学習が終わっている者

成績評価方法

授業参加度と宿題 30% 中間テスト 30% 期末発表 40%

授業外における学習方
法
教科書

自作教材を配布する。

参考書
受講生に望むこと
その他

宿題をしてくること。授業では他の学生とよく話し合うこと。

Course

Japanese 4 Speaking-2B (pre-intermediate)

Course No.

XJ04162

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Wed4

Instructor

Chisato Sugiura

Course Overview

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their speaking ability gained at the elementary level. In addition,
they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their speaking ability gained at the elementary level. In addition,
they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.
The aim of this course is to improve basic speaking skills for everyday situations
and an academic environment. Students will learn strategies for discussion and
simple presentations.

Schedule

Week 1: Orientation and Level Check
Weeks 2-5: Discussion practice
Week 6: Midterm
Weeks 7-8: Presentation practice
Weeks 9-10: Final presentations

Prerequisites

Students should have completed elementary Japanese.

Grading policy

Class participation and homework 30%, Midterm exam 30%, Final presentation
40%

Study outside of class
Textbook(s)

Handouts to be given in class.

Reference book(s)
Student
ments
Others

require-

Students should do their homework. They are expected to speak with each other
actively in class.

授業科目名

補講日本語 4 聞く-1A

科目番号

XJ04172

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 金 1

担当教員

堀 恵子

授業概要

大学での生活・勉学のための日本語を身につける。聞くについて初級で学んだ日本語
の運用力を高める。また、中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようにな
る。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

大学での生活・勉学のための日本語を身につける

テーマ

聞くについて初級で学んだ日本語の運用力を高める
中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようになる

授業の概要・計画

第 1-9 週 聴解練習 、第 10 週 期末テスト

履修条件

J3 が終わったレベルの文法と語彙がわかり、それを使って、話す・聞くことができる
人

成績評価方法

テスト 100%

70% 以上の出席が必須 (それ以下の人の成績は出ない)
授業外における学習方

授業後、聴解教材を manaba にアップロードするので、聞き取り問題を宿題とする。

法

次週に提出すること。

教科書

プリント教材を授業の時に配布する。

参考書

『聴解が弱いあなたへ』凡人社
『新・わくわく文法リスニング 100 ―耳で学ぶ日本語―』凡人社

受講生に望むこと

(1) 補講日本語 4 文法も履修していることが望ましい
(2) テレビ、ラジオやネット上の動画サイト (Youtube など)、駅やスーパーのアナウ
ンスなど、生活の場で聞く様々な音をできるだけ注意して聞く

その他

Course

Japanese 4 Listening-1A (pre-intermediate)

Course No.

XJ04172

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Fri1

Instructor

Keiko Hori

Course Overview

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their listening skills gained at the elementary level. In addition,
they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

To acquire master the Japanese necessary for university life and study
To strengthen listening skills gained at the the elementary level
To learn intermediate level grammar and vocabulary, and to enhance linguistic
performance.

Schedule

Weeks 1 to 9: Listening practice
Week 10 - Final exam

Prerequisites

Those who have completed Level J3 and can understand and use grammar and
vocabulary for this level.

Grading policy

Listening Test 100%
70% attendance is required. (Those who fail to meet this requirement will not
receive a grade.)

Study outside of class

For listening comprehension, students must listen to mp3 files uploaded on University of Tsukuba s Manaba website before class and submit answers as homework.

Textbook(s)

Handouts will be distributed in class.

Reference book(s)

・Choukai ga yowai anata e (Bonjinsha)
・Wakuwaku bunpou Listening 99 (Bonjinsha)
・Live from TOKYO Nama no nihongo o kikitorou! (The Japan Times)

Student
ments

require-

・It is recommended to enroll in J4 Grammar as well.
・Pay careful attention and listen to the diﬀerent sounds you hear in everyday

life, such as on TV, radio and Internet sites (e.g. YouTube), at the train station
and over supermarket announcements, etc., and report these in class.
Others

授業科目名

補講日本語 4 聞く-2A

科目番号

XJ04182

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 金 4

担当教員

平形 裕紀子

授業概要

大学での生活・勉学のための日本語を身につける。聞くについて初級で学んだ日本語
の運用力を高める。また、中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようにな
る。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

大学での生活・勉学のための日本語を身につける

テーマ

聞くについて初級で学んだ日本語の運用力を高める
中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようになる

授業の概要・計画

第 1-9 週 聴解練習 、第 10 週 期末テスト

履修条件

J3 がおわったレベルの文法と語彙がわかり、それを使って、話す・聞くことができる
人

成績評価方法

テスト 100%

70% 以上の出席が必須、それ以下の人の成績は出ない
授業外における学習方

授業後、聴解教材を manaba にアップロードするので、聞き取り問題を宿題とする。

法

次週に提出すること。

教科書

プリント教材を授業の時に配布する

参考書

『聴解が弱いあなたへ』凡人社
『新・わくわく文法リスニング 100 ―耳で学ぶ日本語―』凡人社
『LIVE from TOKYO 生の日本語を聴き取ろう!』Japan Times

受講生に望むこと

(1) 補講日本語 4 文法も履修していることが望ましい
(2) テレビ、ラジオやネット上の動画サイト (Youtube など)、駅やスーパーのアナウ
ンスなど、生活の場で聞く様々な音をできるだけ注意して聞く

その他

Course

Japanese 4 Listening-2A (pre-intermediate)

Course No.

XJ04182

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Fri4

Instructor

Yukiko Hirakata

Course Overview

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their listening skills gained at the elementary level. In addition,
they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

To acquire master the Japanese necessary for university life and study
To strengthen listening skills gained at the the elementary level
To learn intermediate level grammar and vocabulary, and to enhance linguistic
performance.

Schedule

Weeks 1 to 9: Listening practice,Week 10 - Final exam

Prerequisites

Those who have completed for Level J3 and can understand and use grammar
and vocabulary for this level

Grading policy

Tests 100%
70% attendance is required. (Those who fail to meet this requirement will not
receive a grade.)

Study outside of class

For listening comprehension, students must listen to mp3 files uploaded on University of Tsukuba s Manaba website before class and submit answers as homework.

Textbook(s)

Handouts will be distributed in class.

Reference book(s)

・Choukai ga yowai anata e (Bonjinsha)
・Shin-Wakuwaku bunpou Listening 100 -Mimi de manabu nihongo-(Bonjinsha)
・LIVE from TOKYO nama no nihongo wo kikitorou! (Japan Times)

Student
ments

require-

・It is recommended to enroll in J4 Grammar as well.
・Pay careful attention and listen to the diﬀerent sounds you hear in everyday

life, such as on TV, radio and Internet sites (e.g. YouTube), at the train station
and over supermarket announcements, etc., and report these in class.
Others

授業科目名

補講日本語 4 聞く-1B

科目番号

XJ04192

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 金 1

担当教員

堀 恵子

授業概要

大学での生活・勉学のための日本語を身につける。聞くについて初級で学んだ日本語
の運用力を高める。また、中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようにな
る。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

大学での生活・勉学のための日本語を身につける

テーマ

聞くについて初級で学んだ日本語の運用力を高める
中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようになる

授業の概要・計画

第 1-9 週 聴解練習 、第 10 週 期末テスト

履修条件

J3 がおわったレベルの文法と語彙がわかり、それを使って、話す・聞くことができる
人

成績評価方法

テスト 100%

70% 以上の出席が必須、それ以下の人の成績は出ない
授業外における学習方

授業後、聴解教材を manaba にアップロードするので、聞き取り問題を宿題とする。

法

次週に提出すること。

教科書

プリント教材を授業の時に配布する

参考書

『聴解が弱いあなたへ』凡人社
『新・わくわく文法リスニング 100 ―耳で学ぶ日本語―』凡人社

受講生に望むこと

(1) 補講日本語 4 文法も履修していることが望ましい
(2) テレビ、ラジオやネット上の動画サイト (Youtube など)、駅やスーパーのアナウ
ンスなど、生活の場で聞く様々な音をできるだけ注意して聞く

その他

Course

Japanese 4 Listening-1B (pre-intermediate)

Course No.

XJ04192

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Fri1

Instructor

Keiko Hori

Course Overview

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their listening skills gained at the elementary level. In addition,
they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

To acquire master the Japanese necessary for university life and study
To strengthen listening skills gained at the the elementary level
To learn intermediate level grammar and vocabulary, and to enhance linguistic
performance.

Schedule

Weeks 1 to 9: Listening practice
Week 10 - Final exam

Prerequisites

Those who have completed Level J3 and can understand and use grammar and
vocabulary for this level.

Grading policy

Tests 100%
70% attendance is required. (Those who fail to meet this requirement will not
receive a grade.)

Study outside of class

For listening comprehension, students must listen to mp3 files uploaded on University of Tsukuba s Manaba website before class and submit answers as homework.

Textbook(s)

Handouts will be distributed in class.

Reference book(s)

・Choukai ga yowai anata e (Bonjinsha)
・Wakuwaku bunpou Listening 99 (Bonjinsha)
・Live from TOKYO Nama no nihongo o kikitorou! (The Japan Times)

Student
ments

require-

・It is recommended to enroll in J4 Grammar as well.
・Pay careful attention and listen to the diﬀerent sounds you hear in everyday

life, such as on TV, radio and Internet sites (e.g. YouTube), at the train station
and over supermarket announcements, etc., and report these in class.
Others

授業科目名

補講日本語 4 聞く-2B

科目番号

XJ04202

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 金 4

担当教員

平形 裕紀子

授業概要

大学での生活・勉学のための日本語を身につける。聞くについて初級で学んだ日本語
の運用力を高める。また、中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようにな
る。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

大学での生活・勉学のための日本語を身につける

テーマ

聞くについて初級で学んだ日本語の運用力を高める
中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようになる

授業の概要・計画

第 1-9 週 聴解練習 、第 5 週 中間テスト、第 10 週 期末テスト

履修条件

J3 がおわったレベルの文法と語彙がわかり、それを使って、話す・聞くことができる
人

成績評価方法

テスト 100%

70% 以上の出席が必須、それ以下の人の成績は出ない
授業外における学習方

聴解については、mp3・wav ファイルなどの音を使った教材を manaba にアップロー

法

ドするので授業前に必ず聞くこと

教科書

プリント教材を授業の時に配布する

参考書

『聴解が弱いあなたへ』凡人社
『新・わくわく文法リスニング 100 ―耳で学ぶ日本語―』凡人社
『LIVE from TOKYO 生の日本語を聴き取ろう!』Japan Times

受講生に望むこと

(1) 補講日本語 4 文法も履修していることが望ましい
(2) テレビ、ラジオやネット上の動画サイト (Youtube など)、駅やスーパーのアナウ
ンスなど、生活の場で聞く様々な音をできるだけ注意して聞く

その他

Course

Japanese 4 Listening-2B (pre-intermediate)

Course No.

XJ04202

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Fri4

Instructor

Yukiko Hirakata

Course Overview

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their listening skills gained at the elementary level. In addition,
they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

To acquire master the Japanese necessary for university life and study
To strengthen listening skills gained at the the elementary level
To learn intermediate level grammar and vocabulary, and to enhance linguistic
performance.

Schedule

Weeks 1 to 9: Listening practice,Week 10 - Final exam

Prerequisites

Those who have completed for Level J3 and can understand and use grammar
and vocabulary for this level

Grading policy

Tests 100%
70% attendance is required. (Those who fail to meet this requirement will not
receive a grade.)

Study outside of class

For listening comprehension, students must listen to mp3 files uploaded on University of Tsukuba s Manaba website before class and submit answers as homework.

Textbook(s)

Handouts will be distributed in class.

Reference book(s)

・Choukai ga yowai anata e (Bonjinsha)
・Shin-Wakuwaku bunpou Listening 100 -Mimi de manabu nihongo-(Bonjinsha)
・LIVE from TOKYO nama no nihongo wo kikitorou! (Japan Times)

Student
ments

require-

・It is recommended to enroll in J4 Grammar as well.
・Pay careful attention and listen to the diﬀerent sounds you hear in everyday

life, such as on TV, radio and Internet sites (e.g. YouTube), at the train station
and over supermarket announcements, etc., and report these in class.
Others

授業科目名

補講日本語 4 読む-1A

科目番号

XJ04212

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 火 1

担当教員

木戸 光子

授業概要

大学での生活・勉学のための日本語を身につける。読むについて初級で学んだ日本語
の運用力を高める。また、中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようにな
る。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

日常生活や大学での基本的な勉学における読解力を高めることを目標とする。基本的

テーマ

な情報を伝える短い文章を読み、主題を理解する。読むための文法、語彙、ストラテ
ジーも学ぶ。

授業の概要・計画

授業初日に説明する。

履修条件

初級 (3 レベル) の学習を終えていること。漢字 4 レベル以上が望ましい。

成績評価方法

宿題の提出 20%、小テスト 30%、期末テスト 40%、授業参加度 10%(予定)。

授業外における学習方

授業初日に説明する。

法
教科書

プリント教材を配付する。

参考書

授業初日に説明する。

受講生に望むこと

授業初日に説明する。

その他

授業初日に、レベルチェックや授業内容の説明をするので、必ず出席すること。

Course

Japanese 4 Reading-1A (pre-intermediate)

Course No.

XJ04212

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Tue1

Instructor

Mitsuko Kido

Course Overview

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their reading skills gained at the elementary level. In addition,
they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

The aim of this course is to improve foundational reading skills for everyday
situations and an academic environment. Students will practice reading short
texts that convey basic information and identifying main ideas. They will also
learn grammar, vocabulary, and strategies necessary for reading.

Schedule

To be explained the first day of class.

Prerequisites

Students should have completed elementary Japanese (proficiency of Level 4 or
higher). Kanji level of 4 or higher is desirable.

Grading policy

Homework assignments 20%, Quizzes 30%, Final exam 40%, and Class participation 10%. (Tentative)

Study outside of class

To be explained the first day of class.

Textbook(s)

Handouts to be given in class.

Reference book(s)

To be explained the first day of class.

Student

To be explained the first day of class.

require-

ments
Others

Be sure to attend the first day of class as we will do a level check and explain the
course contents.

授業科目名

補講日本語 4 読む-2A

科目番号

XJ04222

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 火 4

担当教員

全 香蘭

授業概要

大学での生活・勉学のための日本語を身につける。読むについて初級で学んだ日本語
の運用力を高める。また、中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようにな
る。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

日常生活や大学での基本的な勉学における読解力を高めることを目標とする。基本的

テーマ

な情報を伝える短い文章を読み、主題を理解する。読むための文法、語彙、ストラテ
ジーも学ぶ。

授業の概要・計画

授業初日に説明する。

履修条件

初級 (3 レベル) の学習を終えていること。漢字 4 レベル以上が望ましい。

成績評価方法

宿題の提出 20%、小テスト 30%、期末テスト 40%、授業参加度 10%(予定)。

授業外における学習方

授業初日に説明する。

法
教科書

プリント教材を配付する。

参考書

授業初日に説明する。

受講生に望むこと

授業初日に説明する。

その他

授業初日に、レベルチェックや授業内容の説明をするので、必ず出席すること。

Course

Japanese 4 Reading-2A (pre-intermediate)

Course No.

XJ04222

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Tue4

Instructor

XIANGLAN QUAN

Course Overview

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their reading skills gained at the elementary level. In addition,
they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

The aim of this course is to improve reading skills for everyday situations and the
basic academic environment. Students will practice understanding short texts
that convey basic information and identifying main ideas. They also learn the
use of grammar, vocabulary, and strategies for reading.

Schedule
Prerequisites

Students should have learned basic Japanese (proficiency of Level 4 or higher).
Kanji level of 4 or higher is desirable.

Grading policy

(Tentative) Homework assignments 20%, Quizzes 30%, Final test 40%, and Class
participation 10%.

Study outside of class
Textbook(s)

Handouts to be given in class.

Reference book(s)
Student
ments
Others

require-

授業科目名

補講日本語 4 読む-1B

科目番号

XJ04232

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 火 1

担当教員

木戸 光子

授業概要

大学での生活・勉学のための日本語を身につける。読むについて初級で学んだ日本語
の運用力を高める。また、中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようにな
る。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

日常生活や大学での基本的な勉学における読解力を高めることを目標とする。基本的

テーマ

な情報を伝える短い文章を読み、主題を理解する。読むための文法、語彙、ストラテ
ジーも学ぶ。

授業の概要・計画

授業初日に説明する。

履修条件

初級 (3 レベル) の学習を終えていること。漢字 4 レベル以上が望ましい。

成績評価方法

宿題の提出 20%、小テスト 30%、期末テスト 40%、授業参加度 10%(予定)。

授業外における学習方

授業初日に説明する。

法
教科書

プリント教材を配付する。

参考書

授業初日に説明する。

受講生に望むこと

授業初日に説明する。

その他

授業初日に、レベルチェックや授業内容の説明をするので、必ず出席すること。

Course

Japanese 4 Reading-1B (pre-intermediate)

Course No.

XJ04232

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Tue1

Instructor

Mitsuko Kido

Course Overview

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their reading skills gained at the elementary level. In addition,
they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

The aim of this course is to improve foundational reading skills for everyday
situations and an academic environment. Students will practice reading short
texts that convey basic information and identifying main ideas. They will also
learn grammar, vocabulary, and strategies necessary for reading.

Schedule

To be explained the first day of class.

Prerequisites

Students should have completed elementary Japanese (proficiency of Level 4 or
higher). Kanji level of 4 or higher is desirable.

Grading policy

Homework assignments 20%, Quizzes 30%, Final exam 40%, and Class participation 10%. (Tentative)

Study outside of class

To be explained the first day of class.

Textbook(s)

Handouts to be given in class.

Reference book(s)

To be explained the first day of class.

Student

To be explained the first day of class.

require-

ments
Others

Be sure to attend the first day of class as we will do a level check and explain the
course contents.

授業科目名

補講日本語 4 読む-2B

科目番号

XJ04242

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 火 4

担当教員

全 香蘭

授業概要

大学での生活・勉学のための日本語を身につける。読むについて初級で学んだ日本語
の運用力を高める。また、中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようにな
る。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

日常生活や大学での基本的な勉学における読解力を高めることを目標とする。基本的

テーマ

な情報を伝える短い文章を読み、主題を理解する。読むための文法、語彙、ストラテ
ジーも学ぶ。

授業の概要・計画

授業初日に説明する。

履修条件

初級 (3 レベル) の学習を終えていること。漢字 4 レベル以上が望ましい。

成績評価方法

宿題の提出 20%、小テスト 30%、期末テスト 40%、授業参加度 10%(予定)。

授業外における学習方

授業初日に説明する。

法
教科書

プリント教材を配付する。

参考書

授業初日に説明する。

受講生に望むこと

授業初日に説明する。

その他

授業初日に、レベルチェックや授業内容の説明をするので、必ず出席すること。

Course

Japanese 4 Reading-2B (pre-intermediate)

Course No.

XJ04242

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Tue4

Instructor

XIANGLAN QUAN

Course Overview

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their reading skills gained at the elementary level. In addition,
they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

The aim of this course is to improve reading skills for everyday situations and the
basic academic environment. Students will practice understanding short texts
that convey basic information and identifying main ideas. They also learn the
use of grammar, vocabulary, and strategies for reading.

Schedule
Prerequisites

Students should have learned basic Japanese (proficiency of Level 4 or higher).
Kanji level of 4 or higher is desirable.

Grading policy

(Tentative) Homework assignments 20%, Quizzes 30%, Final test 40%, and Class
participation 10%.

Study outside of class
Textbook(s)

Handouts to be given in class.

Reference book(s)
Student
ments
Others

require-

授業科目名

補講日本語 4 書く-1A

科目番号

XJ04252

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 木 1

担当教員

木戸 光子

授業概要

大学での生活・勉学のための日本語を身につける。書くについて初級で学んだ日本語
の運用力を高める。また、中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようにな
る。

備考

外国人留学生が受講できる。

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、400 字程度のまとまりがあって読み手に伝わる文章が

テーマ

書ける。

授業の概要・計画

第 1 週 オリエンテーション・レベルチェック作文、第 2-9 週 日本語作文のルール、
紹介文・説明文・意見文等の作文練習 第 10 週 期末試験

履修条件

初級が終わっていること、J3 レベルが終わっていること

成績評価方法

期末試験 50%、宿題 50%

授業外における学習方

授業で説明されたことをよく復習して、宿題の作文を書く。

法
教科書

プリント教材

参考書
受講生に望むこと
その他

宿題の作文、作文の書き直しは必ず提出すること。

Course

Japanese 4 Writing-1A (pre-intermediate)

Course No.

XJ04252

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Thu1

Instructor

Mitsuko Kido

Course Overview

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their reading skills gained at the elementary level. In addition,
they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to write coherent compositions of about 400 characters that
convey to the reader their ideas about things they are very familiar with.

Schedule

Week 1: Orientation/Level check composition
Weeks 2 to 9: Rules for Japanese composition writing, writing exercises introducing things/giving explanations/expressing one s opinion/etc.)
Week 10: Final exam ”

Prerequisites

Students must have completed elementary Japanese or the J3 level.

Grading policy

Final exam 50%, Homework 50%

Study outside of class

Carefully review what was discussed in class before writing the composition.

Textbook(s)

Handouts

Reference book(s)
Student
ments
Others

require-

Students are expected to submit all assigned compositions and their revisions.

授業科目名

補講日本語 4 書く-2A

科目番号

XJ04262

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 木 4

担当教員

杉浦 千里

授業概要

大学での生活・勉学のための日本語を身につける。書くについて初級で学んだ日本語
の運用力を高める。また、中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようにな
る。

備考

外国人留学生が受講できる。

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、400 字程度のまとまりがあって読み手に伝わる文章が

テーマ

書ける。

授業の概要・計画

第 1 週 オリエンテーション・レベルチェック作文、第 2-9 週 日本語作文のルール、
紹介文・説明文・意見文等の作文練習 第 10 週 期末試験

履修条件

初級が終わっていること、J3 レベルが終わっていること

成績評価方法

期末試験 50%、宿題 50%

授業外における学習方

授業で説明されたことをよく復習して、宿題の作文を書く。

法
教科書

プリント教材

参考書
受講生に望むこと
その他

宿題の作文、作文の書き直しは必ず提出すること。

Course

Japanese 4 Writing-2A (pre-intermediate)

Course No.

XJ04262

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Thu4

Instructor

Chisato Sugiura

Course Overview

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their reading skills gained at the elementary level. In addition,
they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to write coherent compositions of about 400 characters that
convey to the reader their ideas about things they are very familiar with.

Schedule

Week 1: Orientation/Level check composition
Weeks 2 to 9: Rules for Japanese composition writing, writing exercises introducing things/giving explanations/expressing one s opinion/etc.)
Week 10: Final exam

Prerequisites

Student must have completed elementary Japanese or the J3 level.

Grading policy

Final exam 50%, Homework 50%

Study outside of class

Carefully review what was discussed in class before writing the composition.

Textbook(s)

Handouts

Reference book(s)
Student
ments
Others

require-

Students are expected to submit all assigned compositions and their revisions.

授業科目名

補講日本語 4 書く-1B

科目番号

XJ04272

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 木 1

担当教員

木戸 光子

授業概要

大学での生活・勉学のための日本語を身につける。書くについて初級で学んだ日本語
の運用力を高める。また、中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようにな
る。

備考

外国人留学生が受講できる。

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、400 字程度のまとまりがあって読み手に伝わる文章が

テーマ

書ける。

授業の概要・計画

第 1 週 オリエンテーション・レベルチェック作文、第 2-9 週 日本語作文のルール、
紹介文・説明文・意見文等の作文練習 第 10 週 期末試験

履修条件

初級が終わっていること、J3 レベルが終わっていること

成績評価方法

期末試験 50%、宿題 50%

授業外における学習方

授業で説明されたことをよく復習して、宿題の作文を書く。

法
教科書

プリント教材

参考書
受講生に望むこと
その他

宿題の作文、作文の書き直しは必ず提出すること。

Course

Japanese 4 Writing-1B (pre-intermediate)

Course No.

XJ04272

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Thu1

Instructor

Mitsuko Kido

Course Overview

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their reading skills gained at the elementary level. In addition,
they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to write coherent compositions of about 400 characters that
convey to the reader their ideas about things they are very familiar with.

Schedule

Week 1: Orientation/Level check composition
Weeks 2 to 9: Rules for Japanese composition writing, writing exercises introducing things/giving explanations/expressing one s opinion/etc.)
Week 10: Final exam

Prerequisites

Students must have completed elementary Japanese or the J3 level.

Grading policy

Final exam 50%, Homework 50%

Study outside of class

Carefully review what was discussed in class before writing the composition.

Textbook(s)

Handouts

Reference book(s)
Student
ments
Others

require-

Students are expected to submit all assigned compositions and their revisions.

授業科目名

補講日本語 4 書く-2B

科目番号

XJ04282

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 木 4

担当教員

杉浦 千里

授業概要

大学での生活・勉学のための日本語を身につける。書くについて初級で学んだ日本語
の運用力を高める。また、中級日本語の文法や語彙などを学んで運用できるようにな
る。

備考

外国人留学生が受講できる。

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、400 字程度のまとまりがあって読み手に伝わる文章が

テーマ

書ける。

授業の概要・計画

第 1 週 オリエンテーション・レベルチェック作文、第 2-9 週 日本語作文のルール、
紹介文・説明文・意見文等の作文練習 第 10 週 期末試験

履修条件

初級が終わっていること、J3 レベルが終わっていること

成績評価方法

期末試験 50%、宿題 50%

授業外における学習方

授業で説明されたことをよく復習して、宿題の作文を書く。

法
教科書

プリント教材

参考書
受講生に望むこと
その他

宿題の作文、作文の書き直しは必ず提出すること。

Course

Japanese 4 Writing-2B (pre-intermediate)

Course No.

XJ04282

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Thu4

Instructor

Chisato Sugiura

Course Overview

Students will master the Japanese necessary for university life and study. They
will strengthen their reading skills gained at the elementary level. In addition,
they will learn and practice intermediate grammar and vocabulary, etc.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to write coherent compositions of about 400 characters that
convey to the reader their ideas about things they are very familiar with.

Schedule

Week 1: Orientation/Level check composition
Weeks 2 to 9: Rules for Japanese composition writing, writing exercises introducing things/giving explanations/expressing one s opinion/etc.)
Week 10: Final exam

Prerequisites

Student must have completed elementary Japanese or the J3 level.

Grading policy

Final exam 50%, Homework 50%

Study outside of class

Carefully review what was discussed in class before writing the composition.

Textbook(s)

Handouts

Reference book(s)
Student
ments
Others

require-

Students are expected to submit all assigned compositions and their revisions.

