授業科目名

補講日本語 8 文法 A

科目番号

XJ08012

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 月 3

担当教員

安 祥希

授業概要

中級レベルで学んだ各文法項目を復習しながら、上級レベルの文法項目について学
ぶ。日本語の構造に関わる文法項目について、深く学び、意味、用法などについても
正確に理解し、産出できる能力を身につける。

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

上級レベルの文法項目を学び、書きことば、話しことばに使われている高度な日本語

テーマ

を理解する。円滑なコミュニケーション活動を行うための日本語の語用的特徴を理解
する。

授業の概要・計画

第 1 週 オリエンテーション・毎週 1 課ずつ勉強します。
第 10 週 期末テスト。
本授業はテキストにそって毎週 1 課ずつ進めますので、必ずテキストをもってきてく
ださい。

履修条件

中級後期レベルの文法能力を有すること。

成績評価方法

小テスト 30%、期末テスト 70%

授業外における学習方

筑波大学 manaba を利用した e ラーニング

法
教科書

『実用日本語文法 (上級)』(グローバルコミュニケーション教育センター日本語教育
部門、自作教材)

参考書

1. Leberu appu nihongo bunpou Kuroshio Publishing (2013)

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 8 Grammar A (advanced)

Course No.

XJ08012

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Mon3

Instructor

SANGHEE AHN

Course Overview

Students will learn advanced grammar points while reviewing those learned at
the intermediate level. In this course students will master the ability to correctly
understand and produce grammar patterns related to Japanese structure, and
will learn in depth about the grammar’s meaning and usage.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will learn advanced-level grammar and understand more complex
Japanese used in both written and spoken language. They will also be able to
understand the pragmatic features of Japanese in order to communicate smoothly.

Schedule

Weeks 1 : Orientation
We will study one unit per week.
Week 10 : Final exam
Please bring your textbook to class, as we will follow one unit from the textbook
every week.

Prerequisites

Students must already possess pre-advanced level grammar proficiency.

Grading policy

Quizzes 30%, Final test 70%

Study outside of class

E-learning via University of Tsukuba’s online learning tool, Manaba.

Textbook(s)

Jitsuyou joukyuu nihongo bunpou (Originally developed text)

Reference book(s)

1. Leberu appu nihongo bunpou Kuroshio Publishing (2013)

Student

Students are expected to preview lessons before coming to class. They will be

ments

require-

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 8 文法 B

科目番号

XJ08022

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 月 3

担当教員

安 祥希

授業概要

中級レベルで学んだ各文法項目を復習しながら、上級レベルの文法項目について学
ぶ。日本語の構造に関わる文法項目について、深く学び、意味、用法などについても
正確に理解し、産出できる能力を身につける。

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

上級レベルの文法項目を学び、書きことば、話しことばに使われている高度な日本語

テーマ

を理解する。円滑なコミュニケーション活動を行うための日本語の語用的特徴を理解
する。

授業の概要・計画

第 1 週 オリエンテーション・毎週 1 課ずつ勉強します。
第 10 週 期末テスト。
本授業はテキストにそって毎週 1 課ずつ進めますので、必ずテキストをもってきてく
ださい。

履修条件

中級後期レベルの文法能力を有すること。

成績評価方法

小テスト 30%、期末テスト 70%

授業外における学習方

筑波大学 manaba を利用した e ラーニング

法
教科書

『実用日本語文法 (上級)』(グローバルコミュニケーション教育センター日本語教育
部門、自作教材)

参考書

1. Leberu appu nihongo bunpou Kuroshio Publishing (2013)

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 8 Grammar B (advanced)

Course No.

XJ08022

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Mon3

Instructor

SANGHEE AHN

Course Overview

Students will learn advanced grammar points while reviewing those learned at
the intermediate level. In this course students will master the ability to correctly
understand and produce grammar patterns related to Japanese structure, and
will learn in depth about the grammar’s meaning and usage.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will learn advanced-level grammar and understand more complex
Japanese used in both written and spoken language. They will also be able to
understand the pragmatic features of Japanese in order to communicate smoothly.

Schedule

Weeks 1 : Orientation
We will study one unit per week.
Week 10 : Final exam
Please bring your textbook to class, as we will follow one unit from the textbook
every week.

Prerequisites

Students must already possess pre-advanced level grammar proficiency.

Grading policy

Quizzes 30%, Final test 70%

Study outside of class

E-learning via University of Tsukuba’s online learning tool, Manaba.

Textbook(s)

Jitsuyou joukyuu nihongo bunpou (Originally developed text)

Reference book(s)

1. Leberu appu nihongo bunpou Kuroshio Publishing (2013)

Student

Students are expected to preview lessons before coming to class. They will be

ments

require-

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 8 話す A

科目番号

XJ08032

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 水 3

担当教員

高橋 純子

授業概要

様々な分野の話題に関して、情報を収集し、自分なりの考えを持ち、簡潔に伝えられ
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

様々な分野のテーマに関して情報を収集し、自分なりの考えを構築し、聞き手の立場

テーマ

に立って、わかりやすい意思伝達ができるようになる。

授業の概要・計画

第 1 週:オリエンテーション、第 2 週〜10 週:討論会、スピーチ、関連教材 (新聞記事、
録画番組など) の理解。

履修条件

中級日本語を習得していること。

成績評価方法

グループワーク、ペアワークへの取り組み、貢献度:30%、(意見発表) スピーチ:70%

授業外における学習方

日々のニュースに注意を払い、情報を収集しておくこと。

法
教科書

プリント教材を配布する。

参考書

授業時に紹介する。

受講生に望むこと

様々な事柄に興味を持ち、他の受講生と意見交換することを楽しんで欲しい。

その他

Course

Japanese 8 Speaking A (advanced)

Course No.

XJ08032

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Wed3

Instructor

Junko Takahashi

Course Overview

Students will be able to gather information about topics from various fields, and
convey that information to others along with their own thoughts.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will gather information about topics from various fields, construct their
own thoughts about it, and convey that to the listeners in an easy-to-understand
manner.

Schedule

Week 1: Orientation/Goal setting for the term
Weeks 2 to 4: Introduction of specialized topics
Weeks 5 to 7: Discussing an artwork/ social issues
Weeks 8 to 9: Brush Up Conversation( to ask for permission)
Week 10: Wrap-up and self evaluation

Prerequisites

Students who have completed Pre-Advanced Japanese Speaking 7, or its equivalent.

Grading policy

Attitude towards group work and pair work 30%, Speeches (Opinion presentations) 70%

Study outside of class

Homework (Presentation preparations including creating materials for the presentation, presentation script, self-correction)

Textbook(s)

Handouts

Reference book(s)
Student

require-

Always think logically as you take a wider perspective of society. Avail yourself

ments

of every opportunity to expand your vocabulary.

Others

The schedule might be changed according to the number of the students.

授業科目名

補講日本語 8 話す B

科目番号

XJ08042

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 水 3

担当教員

高橋 純子

授業概要

様々な分野の話題に関して、情報を収集し、自分なりの考えを持ち、簡潔に伝えられ
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

様々な分野のテーマに関して情報を収集し、自分なりの考えを構築し、聞き手の立場

テーマ

に立って、わかりやすい意思伝達ができるようになる。

授業の概要・計画

第 1 週:オリエンテーション、第 2 週〜10 週:討論会、スピーチ、関連教材 (新聞記事、
録画番組など) の理解。

履修条件

中級日本語を習得していること。

成績評価方法

グループワーク、ペアワークへの取り組み、貢献度:30%、(意見発表) スピーチ:70%

授業外における学習方

日々のニュースに注意を払い、情報を収集しておくこと。

法
教科書

プリント教材を配布する。

参考書

授業時に紹介する。

受講生に望むこと

様々な事柄に興味を持ち、他の受講生と意見交換することを楽しんで欲しい。

その他

Course

Japanese 8 Speaking B (advanced)

Course No.

XJ08042

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Wed3

Instructor

Junko Takahashi

Course Overview

Students will be able to gather information about topics from various fields, and
convey that information to others along with their own thoughts.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will gather information about topics from various fields, construct their
own thoughts about it, and convey that to the listener in an easy-to-understand
manner.

Schedule

Week 1: Orientation/Goal setting for the term
Weeks 2 to 4: Introduction of specialized topics
Weeks 5 to 7: Discussing an artwork/ social issues
Weeks 8 to 9: Brush Up Conversation( to ask for permission)
Week 10: Wrap-up and self evaluation

Prerequisites

Students who have completed Pre-Advanced Japanese Speaking 7, or its equivalent.

Grading policy

Attitude towards group work and pair work 30%, Speeches (Opinion presentations) 70%

Study outside of class

Homework (Presentation preparations including creating materials for the presentation, presentation script, self-correction)

Textbook(s)

Handouts

Reference book(s)
Student

require-

Always think logically as you take a wider perspective of society. Avail yourself

ments

of every opportunity to expand your vocabulary.

Others

The schedule might be changed according to the number of the students.

授業科目名

補講日本語 8 聞く A

科目番号

XJ08052

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 金 3

担当教員

阿部 美菜子

授業概要

専門的な内容を含む広い範囲のトピックで、明瞭度の低い話し方や方言など標準語以
外の話し方を含む 30 分程度のまとまった素材を理解する。必要に応じた聞き方がで
きる、他の技能に結びつけるなどができるようになることを目指す。

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

専門的な内容や広い範囲におよぶトピックで、明瞭度の低い話し方を含む 30 分程度

テーマ

のまとまった素材を用いる。「日本語 7 聞く」までの目標に加え、必要に応じた聞き
方ができる、他の技能に結びつける (例:書く-インタビュー番組を聞いて、読み物と
してまとめる) などができるようになることを目指す。

授業の概要・計画

第 1 週 オリエンテーション・レベルチェックテスト
第 2-9 週 ディクテーション、音変化、人間関係の理解、メモ・要約を練習する 第 10
週 期末テスト

履修条件

「日本語 7 聞く」レベル修了相当の聞く力があること

成績評価方法

テスト 100%(ただし、70% 以上の出席率が必要。)

授業外における学習方

宿題 (授業の予習・復習)

法
教科書

プリント教材 (教師作成を適宜配布)

参考書
受講生に望むこと

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

教材の配布や宿題の提出にコンピュータを使用する。

Course

Japanese 8 Listening A (advanced)

Course No.

XJ08052

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Fri3

Instructor

Minako Abe

Course Overview

Students will be able to understand listening materials of up to 30 minutes in
length which are unclear or contain dialects and are about a wide range of topics
including specialized information. They will be able to listen in ways that reflect
certain needs, and will integrate other skills in their listening.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

This course will use listening materials of up to 30 minutes in length which have
unclear speech and are from a a wide range of topics including specialized information. In addition to goals from Japanese 7 Listening, students will aim to
listen in ways that reflect certain needs, and integrate other skills (e.g. writing:
listen to an interview program, and summarize it in writing), etc.

Schedule

Week 1: Orientation/Level check test
Weeks 2 to 9: Dictation, identifying sound changes, identifying interpersonal
relationships, taking notes, summarizing
Week 10: Final exam

Prerequisites

Students who have listening competence equivalent to having completed Japanese
7 Listening.

Grading policy

Tests 100%
(However, 70% or higher attendance is required.)

Study outside of class

Homework (Preview and review of lessons)

Textbook(s)

Handouts (to be prepared and distributed by instructor)

Reference book(s)
Student

require-

Students are expected to make an eﬀort to actively listen to the radio and to

ments

watch TV outside of class hours.

Others

Distribution of handouts and homework submission will be done through the
computer.

授業科目名

補講日本語 8 聞く B

科目番号

XJ08062

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 金 3

担当教員

阿部 美菜子

授業概要

専門的な内容を含む広い範囲のトピックで、明瞭度の低い話し方や方言など標準語以
外の話し方を含む 30 分程度のまとまった素材を理解する。必要に応じた聞き方がで
きる、他の技能に結びつけるなどができるようになることを目指す。

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

専門的な内容や広い範囲におよぶトピックで、明瞭度の低い話し方を含む 30 分程度

テーマ

のまとまった素材を用いる。「日本語 7 聞く」までの目標に加え、必要に応じた聞き
方ができる、他の技能に結びつける (例:書く-インタビュー番組を聞いて、読み物と
してまとめる) などができるようになることを目指す。

授業の概要・計画

第 1 週 オリエンテーション・レベルチェックテスト
第 2-9 週 ディクテーション、音変化、人間関係の理解、メモ・要約を練習する 第 10
週 期末テスト

履修条件

「日本語 7 聞く」レベル修了相当の聞く力があること

成績評価方法

テスト 100%(ただし、70% 以上の出席率が必要。)

授業外における学習方

宿題 (授業の予習・復習)

法
教科書

プリント教材 (教師作成を適宜配布)

参考書
受講生に望むこと

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

教材の配布や宿題の提出にコンピュータを使用する。

Course

Japanese 8 Listening B (advanced)

Course No.

XJ08062

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Fri3

Instructor

Minako Abe

Course Overview

Students will be able to understand listening materials of up to 30 minutes in
length which are unclear or contain dialects and are about a wide range of topics
including specialized information. They will be able to listen in ways that reflect
certain needs, and will integrate other skills in their listening.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

This course will use listening materials of up to 30 minutes in length which have
unclear speech and are from a a wide range of topics including specialized information. In addition to goals from Japanese 7 Listening, students will aim to
listen in ways that reflect certain needs, and integrate other skills (e.g. writing:
listen to an interview program, and summarize it in writing), etc.

Schedule

Week 1: Orientation/Level check test
Weeks 2 to 9: Dictation, identifying sound changes, identifying interpersonal
relationships, taking notes, summarizing
Week 10: Final exam

Prerequisites

Students who have listening competence equivalent to having completed Japanese
7 Listening.

Grading policy

Tests 100%
(However, 70% or higher attendance is required.)

Study outside of class

Homework (Preview and review of lessons)

Textbook(s)

Handouts (to be prepared and distributed by instructor)

Reference book(s)
Student

require-

Students are expected to make an eﬀort to actively listen to the radio and to

ments

watch TV outside of class hours.

Others

Distribution of handouts and homework submission will be done through the
computer.

授業科目名

補講日本語 8 読む A

科目番号

XJ08072

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 火 3

担当教員

近藤 幸子

授業概要

専門性の高い文章や、いろいろなタイプの文章を精読/速読し、各テキストタイプに
特徴的な論理展開の形を理解する。筆者の主張や書き方の問題点の指摘、複数のテキ
ス卜での対立する議論の論点の読み取り、理解した内容にもとづくグループ・ディス
カッション、及びその内容の発表ができるようになる。

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

上級読解の能力を伸ばすことを目標とする。学術分野、文芸を含む多くのジャンルの

テーマ

種類の文章を読む。文章のスタイル、構成を理解し、主題の論点や書き手の意図を読
み取れるようになる。理解を深めるため、グループで話し合いを行う。

授業の概要・計画
履修条件

7 レベル以上の日本語力があること。漢字は 6 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
法
教科書

プリント教材を配付する。

参考書

授業で指示する。

受講生に望むこと

他の学生と互いに学び合うことを望む。

その他

Course

Japanese 8 Reading A (advanced)

Course No.

XJ08072

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Tue3

Instructor

Yukiko Kondo

Course Overview

Students will employ comprehensive reading skills and speed reading skills in
order to read texts with a high degree of specialization. They will also comprehend
the logical progression characteristic of each type of text. In addition, students
will: be able to point out the author’s main points; identify opposing sides of an
argument in complicated texts; participate in group discussions based on their
understanding of the text; as well as make presentations about the texts.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

The aim of this course is to improve advanced reading skills. Students will be
provided with texts from many genres including both academic and literary. By
the end of the course, students will be expected to be able to recognize stylistic
features and organization of the texts, and to understand the main argument and
author s intention. They will participate in group discussion in order to enhance
their comprehension.

Schedule
Prerequisites

Students should have Japanese proficiency of J7 or higher. Kanji level of 6 or
higher is desirable.

Grading policy

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

Study outside of class
Textbook(s)

Handouts to be given in class.

Reference book(s)

To be announced in class.

Student

Students should learn from each other in class.

ments
Others

require-

授業科目名

補講日本語 8 読む B

科目番号

XJ08082

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 火 3

担当教員

近藤 幸子

授業概要

専門性の高い文章や、いろいろなタイプの文章を精読/速読し、各テキストタイプに
特徴的な論理展開の形を理解する。筆者の主張や書き方の問題点の指摘、複数のテキ
ス卜での対立する議論の論点の読み取り、理解した内容にもとづくグループ・ディス
カッション、及びその内容の発表ができるようになる。

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

上級読解の能力を伸ばすことを目標とする。学術分野、文芸を含む多くのジャンルの

テーマ

種類の文章を読む。文章のスタイル、構成を理解し、主題の論点や書き手の意図を読
み取れるようになる。理解を深めるため、グループで話し合いを行う。

授業の概要・計画
履修条件

7 レベル以上の日本語力があること。漢字は 6 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
法
教科書

プリント教材を配付する。

参考書

授業で指示する。

受講生に望むこと

他の学生と互いに学び合うことを望む。

その他

Course

Japanese 8 Reading B (advanced)

Course No.

XJ08082

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Tue3

Instructor

Yukiko Kondo

Course Overview

Students will employ comprehensive reading skills and speed reading skills in
order to read texts with a high degree of specialization. They will also comprehend
the logical progression characteristic of each type of text. In addition, students
will: be able to point out the author’s main points; identify opposing sides of an
argument in complicated texts; participate in group discussions based on their
understanding of the text; as well as make presentations about the texts.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

The aim of this course is to improve advanced reading skills. Students will be
provided with texts from many genres including both academic and literary. By
the end of the course, students will be expected to be able to recognize stylistic
features and organization of the texts, and to understand the main argument and
author s intention. They will participate in group discussion in order to enhance
their comprehension.

Schedule
Prerequisites

Students should have Japanese proficiency of J7 or higher. Kanji level of 6 or
higher is desirable.

Grading policy

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

Study outside of class
Textbook(s)

Handouts to be given in class.

Reference book(s)

To be announced in class.

Student

Students should learn from each other in class.

ments
Others

require-

授業科目名

補講日本語 8 書く A

科目番号

XJ08092

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 木 3

担当教員

木戸 光子

授業概要

社会的、文化的なテーマについて 3000 字程度の論理的なレポートが書ける。事実と
意見を書き分けられる、制度、仕組みなどについて客観的に説明できる、評価、主張
をもった結論が書ける、要約ができる。

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

社会的、文化的なテーマについて 3000 字程度の論理的なレポートが書ける。事実と

テーマ

意見を書き分ける、制度や仕組みなどについて客観的に説明する、評価や主張をもっ
た結論を書く、要約する、などのことができる。

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 2-10 週 要約練習・レポート作
成のための作文練習、レポート作成

履修条件

J7 レベルが終わっていること、日本語能力試験 N1 級程度

成績評価方法

提出物 30%、レポート 60%、ポートフォリオ 10%

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

授業開始時に指示する。

参考書

授業開始時に指示する。

受講生に望むこと

宿題の作文を書く必ず出すこと。授業では他の受講者の作文も読むので、お互いに意
見を出し合って学びあってほしい。

その他

筑波大学 manaba を使う。ポートフォリオを作るため、宿題やプリントは必ずファ
イルしておく。
オフィスアワー:木曜 15 時 15 分˜16 時 30 分 (大学会館 C 棟 1 階 日本語教員控室)

Course

Japanese 8 Writing A (advanced)

Course No.

XJ08092

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Thu3

Instructor

Mitsuko Kido

Course Overview

Students will be able to write logical reports of around 3000 characters about
social and cultural themes. They will be able to: distinguish between styles for
factual and opinion writing; explain objectively about systems and structures;
write conclusions containing assessments and arguments; and write summaries
and abstracts.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to write logical reports of around 3000 characters about
social and cultural themes. They will be able to: distinguish between styles for
factual and opinion writing; explain objectively about systems and structures;
write conclusions containing assessments and arguments; and write summaries
and abstracts.

Schedule

Week 1: Orientation/Level check composition
Weeks 2 to 10: Summary writing practice, practice for writing reports, writing
reports

Prerequisites

Students who have completed Level J7 or have attained a level similar to N1 of
the Japanese-Language Proficency Test.

Grading policy

Submitted assignments 30%, Report 60%, Portfolio 10%

Study outside of class

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

Textbook(s)

To be announced when classes start.

Reference book(s)

To be announced when classes start.

Student

Students must submit assigned compositions. They will be reading the work of

ments

require-

other students in class and are expected to exchange ideas and learn from each
other.

Others

The University of Tsukuba online learning tool, Manaba, will be used. To create
the portfolio, students should keep all homework and handouts in a file.
Oﬃce Hours: Thursday 3:15-4:30 @ Daigaku Kaikan Building C 1st Floor Teacher
Oﬃces

授業科目名

補講日本語 8 書く B

科目番号

XJ08102

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 木 3

担当教員

木戸 光子

授業概要

社会的、文化的なテーマについて 3000 字程度の論理的なレポートが書ける。事実と
意見を書き分けられる、制度、仕組みなどについて客観的に説明できる、評価、主張
をもった結論が書ける、要約ができる。

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

社会的、文化的なテーマについて 3000 字程度の論理的なレポートが書ける。事実と

テーマ

意見を書き分ける、制度や仕組みなどについて客観的に説明する、評価や主張をもっ
た結論を書く、要約する、などのことができる。

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 2-10 週 要約練習・レポート作
成のための作文練習、レポート作成

履修条件

J7 レベルが終わっていること、日本語能力試験 N1 級程度

成績評価方法

提出物 30%、レポート 60%、ポートフォリオ 10%

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

授業開始時に指示する。

参考書

授業開始時に指示する。

受講生に望むこと

宿題の作文を書く必ず出すこと。授業では他の受講者の作文も読むので、お互いに意
見を出し合って学びあってほしい。

その他

筑波大学 manaba を使う。ポートフォリオを作るため、宿題やプリントは必ずファ
イルしておく。
オフィスアワー:木曜 15 時 15 分˜16 時 30 分 (大学会館 C 棟 1 階 日本語教員控室)

Course

Japanese 8 Writing B (advanced)

Course No.

XJ08102

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Thu3

Instructor

Mitsuko Kido

Course Overview

Students will be able to write logical reports of around 3000 characters about
social and cultural themes. They will be able to: distinguish between styles for
factual and opinion writing; explain objectively about systems and structures;
write conclusions containing assessments and arguments; and write summaries
and abstracts.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to write logical reports of around 3000 characters about
social and cultural themes. They will be able to: distinguish between styles for
factual and opinion writing; explain objectively about systems and structures;
write conclusions containing assessments and arguments; and write summaries
and abstracts.

Schedule

eek 1: Orientation/Level check composition
Weeks 2 to 10: Summary writing practice, practice for writing reports, writing
reports

Prerequisites

Students who have completed Level J7 or have attained a level similar to N1 of
the Japanese-Language Proficency Test.

Grading policy

Submitted assignments 30%, Report 60%, Portfolio 10%

Study outside of class

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

Textbook(s)

To be announced when classes start.

Reference book(s)

To be announced when classes start.

Student

Students must submit assigned compositions. They will be reading the work of

ments

require-

other students in class and are expected to exchange ideas and learn from each
other.

Others

The University of Tsukuba online learning tool, Manaba, will be used. To create
the portfolio, students should keep all homework and handouts in a file.
Oﬃce Hours: Thursday 3:15-4:30 @ Daigaku Kaikan Building C 1st Floor Teacher
Oﬃces

