
授業科目名 キャリア支援日本語 N1言語知識

科目番号 XJ21042

単位数 単位

標準履修年次 年次

時間割 秋 C 水 1,2

担当教員 糸川 優

授業概要 JLPTの N1レベル到達を目指す。特に、言語知識を学ぶ。留学生に対するキャリア

支援の一環としての授業。

備考 外国人留学生が受講できる。

人数制限あり。(25名程度)

授業形態 演習

授業の到達目標及び

テーマ

JLPT の N1 レベルの言語知識のうち、文法分野に関して合格レベルの習得を目指

す。

授業の概要・計画 第 1週 第 1回 レベルチェックテスト 弱点を知る。

第 1週˜第 4週は、1回あたりテキストの 1週分 (授業 1日あたりテキストの 2週分)

進める。毎回小テスト。主に、スプレッドシートに書き込まれた設問、文法項目を

扱う。

第 5週 最終テストとフィードバック

履修条件 N1受験を目指すレベル

N2合格相当レベル以上

成績評価方法 ・出席 70%以上であること。

・最終試験 80%

・各回の課題、授業参加態度 20%

授業外における学習方

法

テキストの問題を解答し、自己採点する。参考図書などを用いて調べた上で、疑問点

を明らかにしておくこと。

教科書 1. ”1. アスク『日本語総まとめ文法 N1』 (Nihongo Sou Matome Bunpou N1 -

Asuku)

※ Students must bring the textbook to every class, no copies. ”

受講する学生は必ず教科書を持参すること。(コピー不可)

参考書 1. 1. くろしお出版『日本語文型辞典』(Nihongo Bunkei Jiten - Kuroshio Publishing)

受講生に望むこと 必ず、該当箇所をしっかりと予習してきてください。具体的には、解答したものを自

己採点し、参考書などを調べた上で、授業に参加すること。

解説の欲しい設問に関して、日曜日の 23時までにスプレッドシートに書き込むよう

にしてください。

その他 特になし



Course Japanese for Professional Purposes (Language Knowledge for N1)

Course No. XJ21042

Credits Credits

Grade Year

Timetable FallC Wed1,2

Instructor Yu Itokawa

Course Overview This class is aiming for an equivalent level of N1 of JLPT. Students will espe-

cially gain language knowledge. This class is offered as a part of education for

professional purposes.

Remarks Foreign students can take this class.

The number of students is limited to 25.

Course Type class exercises

Objective(s) Students will achieve a level of proficiency necessary for passing the Language

Knowledge section of level N1 of the JLPT, especially focusing on grammar.

Schedule First class: Level check test to diagnose students’ weak points.

Weeks 1-4: We will cover two weeks’ worth of textbook material per week. We

will mainly address questions and grammar points that students input into a

spreadsheet.

Week 5: Final exam and feedback.

Prerequisites Students who are aiming to pass N1 and have either passed or attained a similar

level to N2.

Grading policy ”At least 70% attendance is required.

Final exam 80%, Class participation and assignments 20%”

Study outside of class Students must answer questions in the textbook and check their answers by them-

selves ahead of time. It is expected that students clarify what they don’t under-

stand by utilizing reference books.

Textbook(s) 1. ”1. アスク『日本語総まとめ文法 N1』 (Nihongo Sou Matome Bunpou N1 -

Asuku)

※ Students must bring the textbook to every class, no copies. ”

Reference book(s) 1. 1. くろしお出版『日本語文型辞典』(Nihongo Bunkei Jiten - Kuroshio Publishing)

Student require-

ments

Please make sure to preview the relevant areas thoroughly before class. Specifi-

cally, you should correct your own answers and participate in class after checking

reference books. For questions you wish to have an explanation for, make sure to

input it into the spreadsheet by 11pm Sunday night.

Others



授業科目名 キャリア支援日本語 N1読解

科目番号 XJ21052

単位数 単位

標準履修年次 年次

時間割 秋 C 月 3,4

担当教員 近藤 幸子

授業概要 JLPTの N1レベル到達を目指す。特に、読解を学ぶ。留学生に対するキャリア支援

の一環としての授業。

備考 外国人留学生が受講できる。

人数制限あり。(25名程度)

授業形態 演習

授業の到達目標及び

テーマ

JLPTの N1レベルの読解の合格レベルの習得を目指す。

授業の概要・計画 第 1週 第 1回 レベルチェックテスト、弱点を知る。

第 1週 第 2回˜第 4週 第 8回 解答する際の考え方を学習する。予想問題を解いて、

実践的な解き方に慣れる。

第 5週 第 9回 最終テスト (N1模擬試験)

第 5週 第 10回 最終テストフィードバック

履修条件 N1受験を目指すレベル

N2合格相当レベル以上

成績評価方法 ・出席 70%以上であること。

・最終試験 80%

・各回の課題、授業参加態度 20%

授業外における学習方

法

・予習、復習、宿題 (1回の授業のために 1˜2時間程度必要)

・意識して身の回りの読み物を読むこと

教科書 1. 『新完全マスター読解 日本語能力試験 N1』 (スリーエーネットワーク) ¥1,512

(Shin-kanzen Masutaa Dokkai Nihongo Nouryoku Shiken N1 - 3A Network)

受講する学生は必ず教科書を持参すること。(コピー不可)

参考書 1. 『日本語総まとめ N1 読解』 アスク出版 (Nihongo Sou Matome N1 Dokkai -

Asuku Publishing)

2. 『実力アップ!日本語能力試験 N1 読む』 ユニコム (Jitsuryoku Appu! Nihongo

Nouryoku Shiken N1 Yomu - Yunikomu)

3. 『読解攻略!日本語能力試験 N1 レベル』 スリーエーネットワーク (Dokkai

Kouryaku! Nihongo Nouryoku Shiken N1 Reberu - 3A Network)

受講生に望むこと ・目的意識を持って受講すること。JLPT本試験まで継続的に学習する意欲を持つこ

とを望む。

・予習、復習、宿題を行うこと。

その他 特になし



Course Japanese for Professional Purposes (Reading for N1)

Course No. XJ21052

Credits Credits

Grade Year

Timetable FallC Mon3,4

Instructor Yukiko Kondo

Course Overview This class is aiming for an equivalent level of N1 of JLPT. Students will especially

gain Japanese reading skills. This class is offered as a part of education for

professional purposes.

Remarks Foreign students can take this class.

The number of students is limited to 25.

Course Type class exercises

Objective(s) Students will achieve a level of proficiency necessary for passing the Reading

section of level N1 of the JLPT.

Schedule First class: Level check test to diagnose students’ weak points.

Weeks 1-4: Students will grow accustomed to solving problems by attempting

questions likely to be on the test. They will learn efficient ways of thinking

during problem solving.

Week 5: First half - Mock JLPT test, Second half - Test feedback

Prerequisites Students who are aiming to pass N1 and have either passed or attained a similar

level to N2.

Grading policy At least 70% attendance is required.

Final exam 80%, Class participation and assignments 20%

Study outside of class Prepare and review for each class. Complete assignments. (1-2 hours) Make a

conscious effort to read various texts you encounter.

Textbook(s) 1. 『新完全マスター読解 日本語能力試験 N1』 (スリーエーネットワーク) ¥1,512

(Shin-kanzen Masutaa Dokkai Nihongo Nouryoku Shiken N1 - 3A Network)

Reference book(s) 1. 『日本語総まとめ N1 読解』 アスク出版 (Nihongo Sou Matome N1 Dokkai -

Asuku Publishing)

2. 『実力アップ!日本語能力試験 N1 読む』 ユニコム (Jitsuryoku Appu! Nihongo

Nouryoku Shiken N1 Yomu - Yunikomu)

3. 『読解攻略!日本語能力試験 N1 レベル』 スリーエーネットワーク (Dokkai

Kouryaku! Nihongo Nouryoku Shiken N1 Reberu - 3A Network)

Student require-

ments

Join the class with a sense of purpose. Students should have the motivation to

continue studying until the JLPT test date. Students must prepare and review

for each class.

Others N/A



授業科目名 キャリア支援日本語 N1聴解

科目番号 XJ21062

単位数 単位

標準履修年次 年次

時間割 秋 C 木 1,2

担当教員 平形 裕紀子

授業概要 JLPTの N1レベル到達を目指す。特に、聴解を学ぶ。留学生に対するキャリア支援

の一環としての授業。

備考 外国人留学生が受講できる。

人数制限あり。(25名程度)

授業形態 演習

授業の到達目標及び

テーマ

JLPTの N1レベルの聴解の合格レベルの習得を目指す。

授業の概要・計画 第 1週 第 1回 レベルチェックテスト、

第 1週 第 2回

˜第 4週 第 8回 実践練習

第 5週 第 9回 最終テスト

第 5週 第 10回 最終テスト FB

履修条件 N1受験を目指すレベル

N2合格相当レベル以上

成績評価方法 ・出席 70%以上であること。

・最終試験 80%

・各回の課題、授業参加態度 20%

授業外における学習方

法

・予習・復習

・参考書等による自習

・テレビやラジオ、インターネット等でのニュース番組やトーク番組等の視聴

教科書 1. 『日本語能力試験 N1 聴解 必修パターン』、氏原庸子・岡本牧子、(Jリサーチ出

版)¥1,800

*受講する学生は必ず教科書を持参すること。(コピー不可)

参考書 1. 『実力アップ! 日本語能力試験 N1 「聞く」(聴解)』、JLCI新試験研究会、ユニコ

ム、¥2,484

受講生に望むこと ・教科書の予習・復習をすること。

・教科書以外の音声資料は適宜 manabaにアップするので、復習をすること。

・「授業外における学習方法」に挙げた視聴覚資料を自発的かつ積極的に利用するこ

と。

その他 授業では、教科書の練習問題の他にも追加の練習問題も行なうが、それは教員が適宜

配布する。



Course Japanese for Professional Purposes (Listening for N1)

Course No. XJ21062

Credits Credits

Grade Year

Timetable FallC Thu1,2

Instructor Yukiko Hirakata

Course Overview This class is aiming for an equivalent level of N1 of JLPT. Students will especially

gain Japanese listening skills. This class is offered as a part of education for

professional purposes.

Remarks Foreign students can take this class.

The number of students is limited to 25.

Course Type class exercises

Objective(s) This class is aiming for achievement of Japanese listening skills equivalent for

passing the level of N1 of JLPT.

Schedule First class of the first week - Level check test.

Second class of the first week to the eighth class of the fourth week - Practical

trainings.

The summary test will be given at the ninth class during the fifth week, and the

feedback will be carried out in the tenth class.

Prerequisites - Equivalent achievement level aiming for taking N1 - Achievement level equivalent

for N2 passing level, at least

Grading policy At least 70% attendance is required.

80% achievement in the final examination

20% in class participation and assignments

Study outside of class - Prepare and review for each class.

- Self-schooling with some reference books.

- Looking and listening of news programes and talk shows.

Textbook(s) 1. 『日本語能力試験 N1 聴解 必修パターン』、氏原庸子・岡本牧子、(Jリサーチ出

版)¥1,800

Reference book(s) 1. 『実力アップ! 日本語能力試験 N1 「聞く」(聴解)』、JLCI新試験研究会、ユニコ

ム、¥2,484

Student require-

ments

- Prepare and review for each class.

- Listen sound materials not contained in the textbook using through MANABA.

- Try to voluntarily and actively use the audiovisual materials wrote above in

”Study outside of class.”

Others Exercises other than the textbook are distributed by lecturer as appropriate.



授業科目名 キャリア支援日本語 N2言語知識

科目番号 XJ21072

単位数 単位

標準履修年次 年次

時間割 秋 C 月 4,5

担当教員 石田 麻実

授業概要 JLPTの N2レベル到達を目指す。特に、言語知識を学ぶ。留学生に対するキャリア

支援の一環としての授業。

備考 外国人留学生が受講できる。

人数制限あり。(25名程度)

授業形態 演習

授業の到達目標及び

テーマ

JLPTの N2レベルの言語知識 (文字・語彙、文法)の合格レベルの習得を目指す。

授業の概要・計画 第 1週 第 1回 レベルチェックテスト 弱点を知る。教科書は授業初日に指示する。

主に、1回あたり 4課進む。第 1週˜第 4週は、自分で予習したもののうち、正答率

の低いもの (特に文法問題)等を扱う。

第 5週 最終テストとフィードバック

履修条件 N2受験を目指すレベル

N3合格相当レベル以上

成績評価方法 ・出席 70%以上であること。

・最終試験 80%

・各回の課題、授業参加態度 20%

授業外における学習方

法

テキストの問題を解答し、自己採点する。参考書などを用いて調べた上で、疑問点を

明らかにしておくこと

教科書 *受講する学生は必ず教科書を持参すること。(コピー不可)

参考書 1. 『日本語文型辞典』くろしお出版

受講生に望むこと 必ず、該当箇所をしっかりと予習してきてください。具体的には、解答したものを自

己採点する。文法については、参考書などを調べた上で、授業に参加すること。

その他 特になし



Course Japanese for Professional Purposes (Language Knowledge for N2)

Course No. XJ21072

Credits Credits

Grade Year

Timetable FallC Mon4,5

Instructor Mami Ishida

Course Overview This class is aiming for an equivalent level of N2 of JLPT. Students will espe-

cially gain language knowledge. This class is offered as a part of education for

professional purposes.

Remarks Foreign students can take this class.

The number of students is limited to 25.

Course Type class exercises

Objective(s) This class is aiming for achievement of language knowledge (characters, vocabu-

lary, and grammar) equivalent for passing the level of N2of JLPT.

Schedule First class of the first week - Level check test to recognize your weakness.

Mainly, this course will deal with four lessons each time.

We will cover questions which are most frequently mistaken among students’

preparations (especially grammar) between first and fourth week.

Fifth week - Final test and feedback.

Prerequisites - Equivalent achievement level aiming for taking N1 - Achievement level equivalent

for N2 passing level, at least

Grading policy At least 70% attendance is required.

80% achievement in the final examination

20% in class participation and assignments

Study outside of class Students have to answer questions in the textbook and check the answer by your-

selves. It is expected to clarify your problems through examining the reference

book.

Textbook(s)

Reference book(s) 1. 『日本語文型辞典』くろしお出版

Student require-

ments

Please make sure to preview the relevant areas thoroughly. Specifically, you

should self check your answers. In regard to grammar, please come to class

having checked a resource book, etc.

Others



授業科目名 キャリア支援日本語 N2読解

科目番号 XJ21082

単位数 単位

標準履修年次 年次

時間割 秋 C 火 2,3

担当教員 石田 麻実

授業概要 JLPTの N2レベル到達を目指す。特に、読解を学ぶ。留学生に対するキャリア支援

の一環としての授業。

備考 外国人留学生が受講できる。

人数制限あり。(25名程度)

授業形態 演習

授業の到達目標及び

テーマ

JLPTの N2レベルの読解の合格レベルの習得を目指す。

授業の概要・計画 第 1週 第 1回 レベルチェックテスト、弱点を知る。

第 1週 第 2回˜第 4週 第 8回 解答する際の考え方を学習する。各週の最後に予想問

題を解いて、実践的な解き方に慣れる。

第 5週 第 9回 最終テスト (N2模擬試験)

第 5週 第 10回 最終テストフィードバック

履修条件 N2受験を目指すレベル

N3合格相当レベル以上

成績評価方法 ・出席 70%以上であること。

・最終試験 80%

・各回の課題、授業参加態度 20%

授業外における学習方

法

・予習、復習、宿題 (1回の授業のために 1˜2時間程度必要)

・意識して身の回りの読み物を読むこと

教科書 1. 『新完全マスター読解 日本語能力試験 N2』 (スリーエーネットワーク) ¥1,512

*受講する学生は必ず教科書を持参すること。(コピー不可)

参考書 1. 『日本語総まとめ N2読解』 アスク出版

2. 『実力アップ!日本語能力試験 N2読む』 ユニコム

受講生に望むこと ・目的意識を持って受講すること。JLPT本試験まで継続的に学習する意欲を持つこ

とを望む。

・予習、復習、宿題を行うこと。

その他 特になし



Course Japanese for Professional Purposes (Reading for N2)

Course No. XJ21082

Credits Credits

Grade Year

Timetable FallC Tue2,3

Instructor Mami Ishida

Course Overview This class is aiming for an equivalent level of N2 of JLPT. Students will especially

gain Japanese reading skills. This class is offered as a part of education for

professional purposes.

Remarks Foreign students can take this class.

The number of students is limited to 25.

Course Type class exercises

Objective(s) This class is aiming for achievement of Japanese reading skills equivalent for

passing the level of N2 of JLPT.

Schedule First class of the first week - Level check test to recognize your weakness.

Second class of the first week to the eighth class of the fourth week - Practical

trainings especially for a way of thinking to understand the text.

At the end of every week,anticipated tests will be given to get used to JLPT.

The summary test will be given at the ninth class during the fifth week, and the

feedback will be carried out in the tenth class.

Prerequisites - Equivalent achievement level aiming for taking N2 - Achievement level equivalent

for N3 passing level, at least

Grading policy At least 70% attendance is required.

80% achievement in the final examination

20% in class participation and assignments

Study outside of class - Prepare and review for each class. Do an assignment.(These works will take 1

hour or 2 hours. )

- Making a conscious effort to read some texts around you.

Textbook(s) 1. 『新完全マスター読解 日本語能力試験 N2』 (スリーエーネットワーク) ¥1,512

Reference book(s) 1. 『日本語総まとめ N2読解』 アスク出版

2. 『実力アップ!日本語能力試験 N2読む』 ユニコム

Student require-

ments

- Join the class with a sense of purpose. I hope that students have an eagerness

to keep on studing untill JLPT.

- Prepare and review for each class.

Others N/A



授業科目名 キャリア支援日本語 N2聴解

科目番号 XJ21092

単位数 単位

標準履修年次 年次

時間割 秋 C 金 3,4

担当教員 長戸 三成子

授業概要 JLPTの N2レベル到達を目指す。特に、聴解を学ぶ。留学生に対するキャリア支援

の一環としての授業。

備考 外国人留学生が受講できる。

人数制限あり。(25名程度)

授業形態 演習

授業の到達目標及び

テーマ

JLPTの N2レベルの聴解の合格レベルの習得を目指す。

授業の概要・計画 第 1週 第 1回 レベルチェックテスト、

第 1週 第 2回

˜第 4週 第 8回 実践練習

第 5週 第 9回 最終テスト

第 5週 第 10回 最終テスト FB

履修条件 N2受験を目指すレベル

N3合格相当レベル以上

成績評価方法 ・出席 70%以上であること。

・最終試験 80%

・各回の課題、授業参加態度 20%

授業外における学習方

法

・予習・復習

・参考書等による自習

・テレビやラジオ、インターネット等でのニュース番組やトーク番組等の視聴

教科書 1. 佐々木仁子・松本紀子,『日本語総まとめ N2 聴解』(アスク出版)¥1,600

(Nihongo Sou Matome N2 Choukai - Asuku Publishing)

*受講する学生は必ず教科書を持参すること。(コピー不可)

参考書 1. JLCI新試験研究会,『実力アップ! 日本語能力試験 N2 「聞く」(聴解)』(ユニコ

ム)¥2,376

(Jitsuryoku Appu! Nihongo Nouryoku Shiken N2 ”Kiku” (Choukai) - Yunikomu

Publishing)

受講生に望むこと ・教科書の予習・復習をすること。

・教科書以外の音声資料は適宜 manabaにアップするので、復習をすること。

・「授業外における学習方法」に挙げた視聴覚資料を自発的かつ積極的に利用するこ

と。

その他 授業では、教科書の練習問題の他にも追加の練習問題も行なうが、それは教員が適宜

配布する。



Course Japanese for Professional Purposes (Listening for N2)

Course No. XJ21092

Credits Credits

Grade Year

Timetable FallC Fri3,4

Instructor Minako Nagato

Course Overview This class is aiming for an equivalent level of N2 of JLPT. Students will especially

gain Japanese listening skills. This class is offered as a part of education for

professional purposes.

Remarks Foreign students can take this class.

The number of students is limited to 25.

Course Type class exercises

Objective(s) Students will achieve a level of proficiency necessary for passing the Listening

section of level N2 of the JLPT.

Schedule First class: Level check test

Weeks 1-4: Practice

Week 5: Firs half - Mock JLPT test, Second half - Feedback

Prerequisites Students who are aiming to pass N2 and have either passed or attained a similar

level to N3.

Grading policy At least 70% attendance is required.

Final exam 80%, Class participation and assignments 20%

Study outside of class Preparation and review for each class, self-study via reference books, watching

and listening to news programs and talk shows, etc. on TV, the radio, and the

internet.

Textbook(s) 1. 佐々木仁子・松本紀子,『日本語総まとめ N2 聴解』(アスク出版)¥1,600

(Nihongo Sou Matome N2 Choukai - Asuku Publishing)

Reference book(s) 1. JLCI新試験研究会,『実力アップ! 日本語能力試験 N2 「聞く」(聴解)』(ユニコ

ム)¥2,376

(Jitsuryoku Appu! Nihongo Nouryoku Shiken N2 ”Kiku” (Choukai) - Yunikomu

Publishing)

Student require-

ments

Prepare and review for each class with the textbook. Listening materials not

from the textbook will be uploaded to Manaba, so please use them. Students

should voluntarily and actively use the audiovisual materials written above in ”

Study outside of class.”

Others Exercises from sources other than the textbook will be distributed by the lecturer

as appropriate.



授業科目名 キャリア支援日本語 N3言語知識

科目番号 XJ21102

単位数 単位

標準履修年次 年次

時間割 秋 C 金 3,4

担当教員 山本 千波

授業概要 JLPTの N3レベル到達を目指す。特に、言語知識を学ぶ。留学生に対するキャリア

支援の一環としての授業。

備考 外国人留学生が受講できる。

人数制限あり。(25名程度)

授業形態 演習

授業の到達目標及び

テーマ

JLPTの N3レベルの言語知識 (文字・語彙、文法)の合格レベルの習得を目指す。

授業の概要・計画 第 1週 第 1回 レベルチェックテスト 弱点を知る。

第 1週から第 4週はテーマに即して語彙を増やし、関連した文法、文字を学ぶ。2時

限目の終わりに既習事項の習得レベルチェックを行う。

第 5週 第 9回 最終テスト

第 5週 第 10回 最終テストフィードバックを行う。

履修条件 N3受験を目指すレベル

N4合格相当レベル以上

成績評価方法 ・出席 70%以上であること。

・最終試験 80%

・各回の課題、授業参加態度 20%

授業外における学習方

法

予習、復習、日常目にする物の名称を言い、それを使った短文を作ってみる。

教科書 1. 『日本語能力試験問題集 N3語彙スピードマスター』(Jリサーチ)

2. 『新完全マスター文法 日本語能力試験 N3 』(スリーエーネットワーク)

*受講する学生は必ず教科書を持参すること。(コピー不可)

参考書 1. 日本語総まとめ N3 語彙 (アスク) (「日本語能力試験」対策)

2. 日本語総まとめ N3 文法 (「日本語能力試験」対策) (アスク)

3. 日本語能力試験完全模試 N3(Jリサーチ)

受講生に望むこと 学習成果は自分の努力次第で変わることを認識し、継続して努力をして欲しい。同時

に、新しい言葉を沢山覚え、日常で使い、日本語で表現できることを楽しんで欲しい。

その他 特になし



Course Japanese for Professional Purposes (Language Knowledge for N3)

Course No. XJ21102

Credits Credits

Grade Year

Timetable FallC Fri3,4

Instructor Chinami Yamamoto

Course Overview This class is aiming for an equivalent level of N3 of JLPT. Students will espe-

cially gain language knowledge. This class is offered as a part of education for

professional purposes.

Remarks Foreign students can take this class.

The number of students is limited to 25.

Course Type class exercises

Objective(s) This class is aiming for achievement of language knowledge (characters, vocabu-

lary, and grammar) equivalent for passing the level of N3 of JLPT.

Schedule First class of the first week - Level check test to know your own weakness.

First week to the fourth week - Learn and increase vocabulary relating a theme,

grammar principles, and characters (Kanji). During the second class of each

week, a quiz to check your mastery level will be given. The summary test will be

given at the ninth class during the fifth week, and the feedback will be carried

out in the tenth class.

Prerequisites - Equivalent achievement level aiming for taking N3 - Achievement level equivalent

for N4 passing level, at least

Grading policy At least 70% attendance is required.

80% achievement in the final examination

20% in class participation and assignments

Study outside of class Prepare and review for each class, and try making sentences with names of things

you can see every day.

Textbook(s) 1. 『日本語能力試験問題集 N3語彙スピードマスター』(Jリサーチ)

2. 『新完全マスター文法 日本語能力試験 N3 』(スリーエーネットワーク)

Reference book(s) 1. 日本語総まとめ N3 語彙 (アスク) (「日本語能力試験」対策)

2. 日本語総まとめ N3 文法 (「日本語能力試験」対策) (アスク)

3. 日本語能力試験完全模試 N3(Jリサーチ)

Student require-

ments

I would like students to understand that their learning outcome depends on their

efforts and to work on it. I encourage them to use new words and expressions in

their daily lives and enjoy the activities.

Others N/A



授業科目名 キャリア支援日本語 N3読解

科目番号 XJ21112

単位数 単位

標準履修年次 年次

時間割 秋 C 金 1,2

担当教員 全 香蘭

授業概要 JLPTの N3レベル到達を目指す。特に、読解を学ぶ。留学生に対するキャリア支援

の一環としての授業。

備考 外国人留学生が受講できる。

人数制限あり。(25名程度)

授業形態 演習

授業の到達目標及び

テーマ

JLPTの N3レベルの読解の合格レベルの習得を目指す

授業の概要・計画 第 1週 第 1回 レベルチェックテスト 弱点を知る

第 1週 第 2回 レベルチェックテスト FB

第 2週 第 3回˜第 4週 第 8回 宿題として問題を解いて自己採点、授業では不明点に

ついて確認する。

第 5週 第 9回 最終テスト

第 5週 第 10回 最終テストフィードバック

履修条件 N3受験を目指すレベル

N4合格相当レベル以上

成績評価方法 ・出席 70%以上であること。

・最終試験 80%

・各回の課題、授業参加態度 20%

授業外における学習方

法

予習 1回の授業のために 2時間程度必要

教科書 1. 『日本語総まとめ N3読解』(アスク出版) ¥1260

*受講する学生は必ず教科書を持参すること。(コピー不可)

参考書 1. 『日本語総まとめ N3 語彙』(アスク)

2. 『日本語総まとめ N3 文法』 (アスク)

受講生に望むこと 予習 (宿題) として、課題の問題を解答し、自己採点すること。語彙や文法の確認を

し、疑問点を明らかにしたうえで、授業に臨むこと。

その他 特になし



Course Japanese for Professional Purposes (Reading for N3)

Course No. XJ21112

Credits Credits

Grade Year

Timetable FallC Fri1,2

Instructor 香蘭 全

Course Overview This class is aiming for an equivalent level of N3 of JLPT. Students will especially

gain Japanese reading skills. This class is offered as a part of education for

professional purposes.

Remarks Foreign students can take this class.

The number of students is limited to 25.

Course Type class exercises

Objective(s) This class is aiming for achievement of Japanese reading skills equivalent for

passing the level of N3 of JLPT.

Schedule First class of the first week - Level check test.

Second class of the first week-LevelCheck FB.

Third class of the second week to the eighth class of the fourth week - Practical

trainings.

The summary test will be given at the ninth class during the fifth week, and the

feedback will be carried out in the tenth class.

Prerequisites - Equivalent achievement level aiming for taking N3 - Achievement level equivalent

for N4 passing level, at least

Grading policy At least 70% attendance is required.

80% achievement in the final examination

20% in class participation and assignments

Study outside of class - Prepare for each class.(This work will take 2 hours. )

Textbook(s) 1. 『日本語総まとめ N3読解』(アスク出版) ¥1260

Reference book(s) 1. 『日本語総まとめ N3 語彙』(アスク)

2. 『日本語総まとめ N3 文法』 (アスク)

Student require-

ments

As a preparation( an assignment), answer questions in the textbook and check

the answer by yourselves. You are expected to clarify your problems on your

vocabulary and grammar knowledge before you attend a class.

Others N/A



授業科目名 キャリア支援日本語 N3聴解

科目番号 XJ21122

単位数 単位

標準履修年次 年次

時間割 秋 C 木 3,4

担当教員 加藤 あさぎ

授業概要 JLPTの N3レベル到達を目指す。特に、聴解を学ぶ。留学生に対するキャリア支援

の一環としての授業。

備考 外国人留学生が受講できる。

人数制限あり。(25名程度)

授業形態 演習

授業の到達目標及び

テーマ

JLPTの N3レベルの聴解の合格レベルの習得を目指す

授業の概要・計画 第 1週 第 1回 レベルチェックテスト 弱点を知る

第 1週 第 2回˜実戦練習

第 5週 第 9回 最終テスト

第 5週 第 10回 最終テストフィードバック”

履修条件 N3受験を目指すレベル

N4合格相当レベル以上

成績評価方法 ・出席 70%以上であること。

・最終試験 80%

・各回の課題、授業参加態度 20%

授業外における学習方

法

予習 1回の授業のために 1時間程度必要

教科書 1. 『日本語総まとめ N3 聴解』(アスク出版)¥1728 (Nihongo Sou Matome N3

Choukai - Asuku Publishing)

*受講する学生は必ず教科書を持参すること。(コピー不可)

参考書 1. 『日本語総まとめ N3 語彙』(アスク) (Nihongo Sou Matome N3 Goi - Asuku

Publishing)

2.『日本語総まとめ N3文法』(アスク)(Nihongo Sou Matome N3 Bunpou - Asuku

Publishing)

受講生に望むこと ・教科書の予習の他に、語彙の習得に努めること。

・インターネットなどを活用して、日本語の動画を積極的に視聴するよう心がけるこ

と。

その他 特になし



Course Japanese for Professional Purposes (Listening for N3)

Course No. XJ21122

Credits Credits

Grade Year

Timetable FallC Thu3,4

Instructor Asagi Kato

Course Overview This class is aiming for an equivalent level of N3 of JLPT. Students will especially

gain Japanese listening skills. This class is offered as a part of education for

professional purposes.

Remarks Foreign students can take this class.

The number of students is limited to 25.

Course Type class exercises

Objective(s) Students will achieve a level of proficiency necessary for passing the Listening

section of level N3 of the JLPT.

Schedule First class: Level check test.

Weeks 1-4: Practice

Week 5: First half - Final exam, Second half - test feedback

Prerequisites Students who are aiming to pass N3 and have either passed or attained a similar

level to N4.

Grading policy At least 70% attendance is required.

Final exam 80%, Class participation and assignments 20%

Study outside of class Preparation for each class should take students at least 1 hour.

Textbook(s) 1. 『日本語総まとめ N3 聴解』(アスク出版)¥1728 (Nihongo Sou Matome N3

Choukai - Asuku Publishing)

Reference book(s) 1. 『日本語総まとめ N3 語彙』(アスク) (Nihongo Sou Matome N3 Goi - Asuku

Publishing)

2.『日本語総まとめ N3文法』(アスク)(Nihongo Sou Matome N3 Bunpou - Asuku

Publishing)

Student require-

ments

Students should work to expand their Japanese vocabulary, even outside of text-

book study.

They should also try to watch movies in Japanese using the internet or other

methods.

Others N/A



授業科目名 キャリア支援日本語 BJT

科目番号 XJ21132

単位数 単位

標準履修年次 年次

時間割 秋 C 水 4,5

担当教員 高橋 純子

授業概要 BJT(ビジネス日本語能力テスト) でより高いレベルに到達することを目指す。留学

生に対するキャリア支援の一環としての授業。

備考 外国人留学生が受講できる。

人数制限あり。(25名程度)

授業形態 演習

授業の到達目標及び

テーマ

日本語を使って、専門や背景の異なる相手に、わかりやすく説明したり、相手の不明

なところを確かめたりしながら、プロジェクトを推進していく力を養う。

授業の概要・計画 問題集を解きながら、実際場面での練習を行う。メールやファックスなどの文章練

習、図表、写真などの資料を駆使し、ビジネス課題に適切に対応する力をつけて行く。

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:30%、課題ごとのチェックテスト:70%

授業外における学習方

法

様々なメディアから、ビジネス関連の情報を得るよう心がけること。

教科書 授業開始時に伝える。

参考書 授業時に随時伝える。

受講生に望むこと 各自が目標を設定し、自立的に学んで欲しい。

その他



Course Japanese for Professional Purposes (BJT Business Japanese Proficiency Test)

Course No. XJ21132

Credits Credits

Grade Year

Timetable FallC Wed4,5

Instructor Junko Takahashi

Course Overview This class is aiming for a higher level of BJT(Business Japanese Proficiency Test).

This class is offered as a part of education for professional purposes.

Remarks 外国人留学生が受講できる。

人数制限あり。(25名程度)

Course Type class exercises

Objective(s) This class will help students develop the ability to implement projects while

using Japanese to explain things clearly to others of different backgrounds and

specialties, and making sure both parties understand each other.

Schedule In addition to solving practical problems, students will practice real situations

encountered in the business world. They will practice writing emails and faxes,

creating graphs, tables, and materials using pictures, etc., in order to master the

skills necessary to respond appropriately to a variety of business tasks.

Prerequisites For International Students(intermediate, pre-advanced or advanced level). Lim-

ited to 25 students.

Grading policy Group work and pair work 30%, Task checklist 70%

Study outside of class Students should seek information related to the business world from various me-

dia.

Textbook(s) To be announced in class.

Reference book(s) To be announced in class as necessary.

Student require-

ments

Students should set their own goals and learn independently.

Others
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