
開設年度 2020 後期           

時間・単位 90 分・１単位 

科目名 Intermediate Japanese  ⅠA「日本語コミュニケーション」 

開設学科 外国語科目 

担当者 矢野和歌子  

 

授業概要 学校生活、ホームステイ、アルバイトやビジネスなど実際場面を想定した会

話練習を通し、実践的なコミュニケーション力をつける。日本や母国の社会

や文化について、わかりやすく伝える練習をする。 

到達目標 
学校生活、ホームステイ、アルバイト場面などの場面で、相手に応じた実践的

じっせんてき

なコミュニケーションができる。身近なテーマについて、まとまりのある話

を相手にわかりやすく伝えることができる。 

キーワード 日本語 コミュニケーション 実際場面  

内容 授業内容： 

シャドーイング（10分）、ミニ発表 (10分)、復習（10 分）テキスト (60

分)、を基本形として授業を進める。4Unit または 5Unitの終了ごとに会話テス

トを行う。 

 

第一回 

準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習をする。(60分) 

Unit2 いろいろな気持ちを表現する 

10月 6日 

 

第二回 

準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習、復習をする。(60分) 

Unit5 方法をたずねる・わからないことを聞く 

10月 13日 

 

第三回 

準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習、復習をする。(60分) 

会話テスト 

10月 20日 

 

第四回 

準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習、復習をする。会話テストに備える。(120分) 

『まるごと 中級１』Topic2 おすすめの料理 Part2 

10月 27日 



 

第五回 

準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習、復習をする。(60分) 

Unit10 予約をする 

11月 10日 

 

第六回 

準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習、復習をする。(60分) 

Unit11  身近な人を紹介する 

11月 17日 

 

 

第七回 

準備学習：第 6回までの総復習をし、テストに備える。(180分) 

中間テスト（筆記テスト、リスニングを含む） 

11月 24日 

 

第八回 

準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習、復習をする。(60分) 

Unit13 国のルールやよくないと言われていることについて話す 

12月 1日 

 

第九回 

準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習、復習をする。(60分) 

Unit18 謝る 

12月 8日 

 

第十回 

準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習、復習をする。(60分) 

Unit21 状況を聞く・答える 

12月 15日 

 

第十一回 

準備学習：語彙や文法の復習をする。会話テストに備える。(120分)  

Unit 24 経験に基づいてアドバイスする 

12月 22日 

 

 



第十二回 

準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習、復習をする。(60分) 

『まるごと 中級１』Topic8 便利な道具 Part2 

1月 12日 

 

第十三回 

準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習、復習をする。(60分) 

Unit26 誘い・依頼を断る 

1月 19日 

 

第十四回 

準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習、復習をする。(60分) 

Unit30 問い合わせる 

1月 26日 

 

第十五回 

準備学習： 語彙や文法の予習、復習をする。(60分) 

会話テスト・総復習 

2月 2日 

 

評価基準と方法 平常点（小テスト、提出物を含む）20％ ミニ発表 10%  会話テスト 40％ 

中間・まとめテスト 30％ 

 

教科書 『Weekly J book1 日本語で話す 6 週間』凡人社 

＊日本から送付予定です 

参考テキスト 

＊＊『まるごと 日本のことばと文化 中級１ Ｂ１』三修社 

＊＊『にほんご会話トレーニング』アスク出版 

＊＊購入の必要はありません 

担当者連絡先 矢野和歌子 （非常勤 日本語日本文学科教授室 D13T01） 

 



開設年度 2020 後期           

時間・単位 90 分・１単位 

科目名 Intermediate Japanese  ⅠB「日本語コミュニケーション」 

開設学科 外国語科目 

担当者 赤木 朋子  

 

授業概要 学校生活、ホームステイ、アルバイトやビジネスなど実際場面を想定した会

話練習を通し、実践的なコミュニケーション力をつける。日本や母国の社会

や文化について、わかりやすく伝える練習をする。 

到達目標 
学校生活、ホームステイ、アルバイト場面などの場面で、相手に応じた実践的

じっせんてき

なコミュニケーションができる。身近なテーマについて、まとまりのある話

を相手にわかりやすく伝えることができる。 

キーワード 日本語 コミュニケーション 実際場面  

内容 授業内容： 

シャドーイング（10 分）、復習（10 分）、ミニ発表 (10 分)、テキスト (60

分)、を基本形として授業を進める。4Unit または 5Unit の終了ごとに会話テス

トを行う。 

 

第一回 

準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習をする。(60 分) 

Unit 1 自己紹介をする 

10 月 1 日 

 

第二回 

準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習、復習をする。(60 分) 

Unit 3 こんなとき、どうする？ 

10 月 8 日 

 

第三回 

準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習、復習をする。(60 分) 

Unit 6 状況を聞く 

10 月 15 日 

 

第四回 

準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習、復習をする。会話テストに備える。(120 分) 

『まるごと 中級１ Ｂ１』Topic 2 おすすめの料理 準備 Part 1 

10 月 22 日 



 

第五回 

準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習、復習をする。(60分) 

『まるごと 中級１ Ｂ１』Topic 2 おすすめの料理 Part 3 

10 月 29 日 

 

第六回 

準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習、復習をする。(60分) 

Unit8 自分から申し出る 

11 月 5 日 

 

第七回 

準備学習：語彙や文法の復習をする。会話テストに備える。(120 分) 

Unit12 意見を言う 

11 月 19 日 

 

第八回 

準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習、復習をする。(60 分) 

会話テスト 

11 月 26 日 

 

第九回 

準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習、復習をする。(60 分) 

Unit15 聞いた話をもとに人に伝える  

12 月 3 日 

 

第十回 

準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習、復習をする。(60 分) 

Unit19 相手に忠告する 

12 月 10 日 

 

第十一回 

準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習、復習をする。(60 分) 

会話テスト 

12 月 17 日 

 

第十二回 



準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習、復習をする。(60 分) 

『まるごと 中級１』Topic8 便利な道具 準備、Part1 

1 月 7 日 

 

第十三回 

準備学習：第 12 回までの総復習をし、テストに備える。(180 分) 

『まるごと 中級１』Topic8 便利な道具 Part3 

1 月 14 日 

 

第十四回 

準備学習：テキストを事前に読んでくる。 

          語彙や文法の予習、復習をする。(60 分) 

Unit 28 名前がわからないものを説明する 

1 月 21 日 

 

第十五回 

準備学習：語彙や文法の復習をする。(60 分) 

期末テスト 

1 月 28 日 

 

評価基準と方法 平常点（小テスト、提出物を含む）20％ ミニ発表 10%  会話テスト 40％ 

中間・まとめテスト 30％ 

 

教科書 『Weekly J book1 日本語で話す 6 週間』凡人社 

＊日本から送付予定です。 

参考テキスト 

＊＊『まるごと 日本のことばと文化 中級１ Ｂ１』三修社 

＊＊『にほんご会話トレーニング』アスク出版 

＊＊購入の必要はありません 

担当者連絡先 赤木朋子 （非常勤 日本語日本文学科教授室 D13T01） 

 



開設年度 2020 後期           

時間・単位 90分・１単位  

科目名 Intermediate Japanese D「コンテンツで学ぶ日本語」 

開設学科 外国語科目 

担当者 矢野和歌子（やの わかこ） 

 

授業概要 テーマについて、個人または、グループで主体的
しゅたいてき

に調べ、知識
ち し き

を深めた

うえでアウトプットするといった流れで進める。マルチメディアの活用
かつよう

や日本人学生、外部の社会人ビジターとの交流
こうりゅう

を取り入れる。 

到達目標 様々
さまざま

な活動を通
とお

し、中級から上級レベルに必要な語彙
ご い

や表現が使えるよ

うになる。 

適切
てきせつ

な表現を使って、調べたことをわかりやすく説明できる。 

他の人の発言
はつげん

や発表を聞いて、積極的
せっきょくてき

に質問やコメントができる。 

キーワード 主体的
しゅたいてき

 グループワーク プレゼンテーション 

内容 授業内容： 

 

第 1回 

準備学習：説明する写真を準備し、話す内容を考えておく（30分） 

フォトランゲージ② 母国の不思議紹介 

10月 6日（火） 

 

第 2回 

準備学習：語彙、表現の復習をする。発表のテーマを考えてくる（60分） 

日本の教育 vs母国の教育② 発表のアウトラインを書く 

 

10月 13日（火） 

 

第 3回 

準備学習：インタビューの質問を考え、準備する（60分） 

日本の教育 vs母国の教育④ 日本人学生インタビュー 

10月 20日（火） 

 

第 4回 

準備学習：発表練習（60分） 

日本の教育 vs母国の教育⑥ 発表 

10月 27日（火） 

 

第 5回 



準備：語彙、表現の復習、二ユース原稿を完成する（60分） 

ニュースキャスターになろう③ 経験者の指導を受ける 

11月 10日（火） 

 

第 6回 

準備：資料を読み、語句の意味を調べてくる（60分） 

ビジターセッション（事前学習①：クイズショー タスクの説明） 

11月 17日（火） 

 

第 7回 

準備：資料を読み、語句の意味を調べてくる（60分） 

ビジターセッション（事前学習②：企業について知る） 

11月 24日（火） 

 

第 8回 

準備：資料を読み、語句の意味を調べてくる（60分） 

ビジターセッション（事前学習④：クイズショー 発表） 

12月 1日（火） 

 

第 9回 

準備：語彙や表現の総復習をする（120分） 

ビジターセッション（振り返り・お礼状を書く） 

中間実力テスト  

12月 8日（火） 

 

第 10回 

準備：資料を読み、語句の意味を調べてくる（60分） 

日本事情② 短歌 

12月 15日（火） 

 

第 11回 

準備：資料を読み、語句の意味を調べてくる（60分） 

日本事情④ 未定 

12月 22日（火） 

 

第 12回 

準備：資料を読み、語句の意味を調べてくる（60分） 

日本の伝統文化・ポップカルチャー① タスクの説明・グループワーク 



1月 12日（火） 

 

第 13回 

準備：発表資料を作成する（60分） 

日本の伝統文化・ポップカルチャー③ 発表の原稿を完成する 

1月 19日（火） 

 

第 14回 

準備：発表練習をする（120分） 

日本の伝統文化・ポップカルチャー⑤ グループ発表 

1月 26日（火） 

 

第 15回 

準備：語彙や表現の総復習をする（120分） 

総まとめ・振り返り 

2月 2日（火）  

 

評価基準と方法 平常点 20％ 提出物・発表 80％  

 

教科書 配布プリント 

担当者連絡先 矢野和歌子 （非常勤 日本語日本文学科教授室 D13T01） 

  

 



開設年度 2020 後期           

時間・単位 90分・１単位  

科目名 Intermediate Japanese Ｆ「コンテンツで学ぶ日本語」 

開設学科 外国語科目 

担当者 松本美樹（まつもと みき） 

 

授業概要 テーマについて、個人または、グループで主体的
しゅたいてき

に調べ、知識
ち し き

を深めた

うえでアウトプットするといった流れで進める。マルチメディアの活用
かつよう

や日本人学生、外部の社会人ビジターとの交流
こうりゅう

を取り入れる。 

到達目標 様々
さまざま

な活動を通
とお

し、中級から上級レベルに必要な語彙
ご い

や表現が使えるよ

うになる。 

適切
てきせつ

な表現を使って、調べたことをわかりやすく説明できる。 

他の人の発言
はつげん

や発表を聞いて、積極的
せっきょくてき

に質問やコメントができる。 

キーワード 主体的
しゅたいてき

 グループワーク プレゼンテーション 

内容 授業内容： 

 

第 1回 

準備学習：説明する写真を準備し、話す内容を考えておく（30分） 

フォトランゲージ① 夏休みに見つけた面白いもの 

10月 2日（金） 

 

第 2回 

準備学習：読解文を読んでくる（60分） 

日本の教育 vs母国の教育① 読解文を読み、内容を理解する 

10月 9日（金） 

 

第 3回 

準備学習：発表資料を作成する（60分） 

日本の教育 vs母国の教育③ 発表資料、発表原稿を作成する 

10月 16日（金） 

 

第 4回 

準備学習：発表原稿を完成する（120分） 

日本の教育 vs母国の教育⑤ 発表原稿チェック 発表練習 

10月 23日（金） 

 

第 5回 

準備：語彙、表現の復習をする（60分） 



ニュースキャスターになろう① 発声、発音練習 動画視聴 

10月 30日（金） 

 

第 6回 

準備：資料を読み、語句の意味を調べてくる（60分） 

ニュースキャスターになろう② ニュース原稿を作成する。 

11月 6日（金） 

 

第 7回 

準備：発表の練習をする（60分） 

ニュースキャスターになろう④ 発表（ニュースを読む） 

11月 13日（金） 

 

第 8回 

準備：資料を読み、語句の意味を調べてくる（60分） 

ビジターセッション（事前学習③：製品について知る） 

11月 27日（金） 

 

第 9回 

準備：資料を読み、語句の意味を調べてくる（60分） 

ビジターセッション（企業の方のご講演を聞く・質問する） 

12月 4日（金） 

 

第 10回 

準備：資料を読み、語句の意味を調べてくる（60分） 

日本事情① 落語の小噺 

12月 11日（金） 

 

第 11回 

準備：資料を読み、語句の意味を調べてくる（60分） 

日本事情③ 日本語のスピーチスタイル 

12月 18日（金） 

 

第 12回 

準備：資料を読み、語句の意味を調べてくる（60分） 

日本事情⑤ 日本の正月 

1月 8日（金） 

 



第 13回 

準備：グループで発表内容を考え、準備をする（120分 

日本の伝統文化・ポップカルチャー② 発表準備・グループワーク 

1月 15日（金） 

 

第 14回 

準備：発表資料を完成する（120分） 

日本の伝統文化・ポップカルチャー④ 発表練習・相互評価 

1月 22日（金） 

 

第 15回 

準備：語彙や表現の総復習をする（120分） 

まとめ 

1月 29日（金）  

 

評価基準と方法 平常点 20％ 提出物・発表 80％  

 

教科書 配布プリント 

担当者連絡先 松本美樹 （非常勤 日本語日本文学科教授室 D13T01） 

  

 



開設年度 2020 後期          

時間・単位 90分・１単位 

科目名 Intermediate Japanese  ⅠG「日本語中級 聴読解・文法」 

開設学科 外国語科目 

担当者 山本恵美子 

 

授業概要 読解学習を通し、文章を正確に読む力を身に付けるとともに、文脈の中

で語彙、文法を学習し、中級から上級レベルへの移行を視野に入れた総

合的な日本語力をつける。 

また、聴解練習を通し、社会文化的な内容の話やニュースを聞き取る力

をつける。 

到達目標 社会や文化について書かれた具体性のある文章を読んで理解し、自分の

考えを述べられる。 

構成や展開がはっきりしていれば、社会文化的な一般教養レベルの話や

ニュースを聞いて理解できる。 

中級レベルの語彙や文法を理解し適切に運用できる。 

キーワード 読解 聴解 文法 

内容 授業内容： 

小テスト、聴解練習、読解練習を基本形として進める。 

 

第 1回 

準備学習：テキストの語彙、表現を予習する。テキストの音声を聞き、

音読練習する。テキストの練習問題をする。（90分） 

16課 くまモン 

10月 2日（金） 

 

第 2回 

準備学習：語彙、表現の復習をする。テキストの語彙、表現を予習する。

テキストの音声を聞き、音読練習する。テキストの練習問題

をする。（120分） 

17課 井村雅代・小出義雄 

10月 9日（金） 

 

第 3回 

準備学習：語彙、表現の復習をする。指定された音声を聞いておく。（60

分） 

聴解練習① 

10月 16日（金） 

 



第 4回 

準備学習：テキストの語彙、表現を予習する。テキストの音声を聞き、

音読練習する。テキストの練習問題をする。（90分） 

6課 安藤忠雄 

10月 23日（金） 

 

第 5回 

準備学習：語彙、表現の復習をする。テキストの語彙、表現を予習する。

テキストの音声を聞き、音読練習する。テキストの練習問題

をする。（120分） 

7課 与謝野晶子 

10月 30日（金） 

 

第 6回 

準備学習：語彙、表現の復習をする。第 1 回～5 回で読んだ人物につい

て話せるように、プロフィールなどを復習する。（90分） 

グループディスカッション（4人の人物について） 

11月 6日（金） 

 

第 7回 

準備学習：第 6回までに学習した語彙、表現、文法を復習する。（180分） 

中間テスト  

11月 13日（金） 

 

第 8回 

準備学習： 指定された音声を聞いておく（30分） 

聴解練習② 

11月 27日（金） 

 

第 9回 

準備学習：テキストの語彙、表現を予習する。テキストを音読する。（60

分） 

読解：意見文 

12月 4日（金） 

 

第 10回 

準備学習：語彙、表現の復習をする。指定された音声を聞いておく。（60

分） 

聴解練習③ 

12月 11日（金） 



第 11回 

準備学習：テキストの語彙、表現を予習する。テキストを音読する（60

分） 

読解：日本事情についての文章 

12月 18日（金） 

 

第 12回 

準備学習：語彙、表現の復習をする。テキストの語彙、表現を予習する。

テキストを音読する。（90分） 

読解：日本事情についての文章 

1月 8日（金） 

 

第 13回 

準備学習：語彙、表現の復習をする。（30分）  

読解：多読用教材 

1月 15日（金） 

 

第 14回 

準備学習： 読んだ本についてメモを書く。（45分） 

読解：多読用教材 

1月 22日（金） 

  

第 15回 

準備学習：読んだ本について話せるように準備をする。（120分） 

グループディスカッション（読んだ本について） 

1月 29日（金）  

 

評価基準と方

法 

平常点：20％ 小テスト・課題：30％ テスト（中間・まとめ）：50％ 

       

   

教科書 参考テキスト＊ 

『THE GREAT JAPANESE 30の物語』くろしお出版 

『中級からはじめるニュースの日本語 聴解 40』スリーエーネットワーク 

＊購入する必要はありません 

担当者連絡先 山本恵美子（非常勤 日本語日本文学科教授室 D13T01） 

 



開設年度 2020 後期          

時間・単位 90分・１単位 

科目名 Intermediate Japanese ⅠE「日本語中級 聴読解・文法」 

開設学科 外国語科目 

担当者 赤木朋子 

 

授業概要 読解学習を通し、文章を正確に読む力を身に付けるとともに、文脈の中

で語彙、文法を学習し、中級から上級レベルへの移行を視野に入れた総

合的な日本語力をつける。 

また、聴解練習を通し、社会文化的な内容の話やニュースを聞き取る力

をつける。 

到達目標 社会や文化について書かれた具体性のある文章を読んで理解し、自分の

考えを述べられる。 

構成や展開がはっきりしていれば、社会文化的な一般教養レベルの話や

ニュースを聞いて理解できる。 

中級レベルの語彙や文法を理解し適切に運用できる。 

キーワード 読解 聴解 文法 

内容 授業内容： 

小テスト、読解、文法練習を基本形として進める。 

 

第１回 

準備学習：テキストの語彙、表現を予習する。（60分） 

コース概要の説明、書き言葉の基本                 

10月 1日（木） 

 

第 2回 

準備学習：テキストを音読しながら、語彙、表現を復習する。テキスト

の文法解説を読む。（90分） 

16課 くまモン 

10月 8日（木） 

 

第 3回 

準備学習：文法の復習をする。テキストを音読しながら、語彙、表現を

復習する。テキストの文法解説を読む。（120分） 

17課 井村雅代・小出義雄  

10月 15日（木） 

 

第 4回 

準備学習：文法の復習をする。テキストを音読しながら、語彙、表現を



復習する。（90分） 

読解のポイント① 

10月 22日（木） 

 

第 5回 

準備学習：文法の復習をする。テキストを音読しながら、語彙、表現を

復習する。テキストの文法解説を読む。（120分） 

6課 安藤忠雄 

10月 29日（木） 

 

第 6回 

準備学習：文法の復習をする。テキストを音読しながら、語彙、表現を

復習する。テキストの文法解説を読む。（120分） 

7課 与謝野晶子 

11月 5日（木） 

 

第 7回 

準備学習：テキストの語彙、表現を予習する。（60分） 

読解のポイント②  

11月 19日（木） 

 

第 8回 

準備学習：テキストの語彙、表現を予習する。テキストを音読しながら、

語彙、表現を復習する。（90分） 

読解のポイント③ 

11月 26日（木） 

 

第 9回 

準備学習：テキストの語彙、表現を予習する。テキストを音読しながら、

語彙、表現を復習する。（90分） 

読解：意見文 

12月 3日（木） 

 

第 10回 

準備学習：テキストの語彙、表現を予習する。テキストを音読しながら、

語彙、表現を復習する。（90分） 

読解：意見文 

12月 10日（木） 

 

 



第 11回 

準備学習：テキストの語彙、表現を予習する。テキストを音読しながら、

語彙、表現を復習する。（90分） 

読解：エッセイ 

12月 17日（木） 

 

第 12回 

準備学習：テキストの語彙、表現を予習する。テキストを音読しながら、

語彙、表現を復習する。（90分） 

読解：エッセイ 

1月 7日（木） 

 

第 13回 

準備学習：第 12 回までに学習した語彙、表現、文法を復習する。（180

分） 

まとめ  

1月 14日（木） 

 

第 14回 

準備学習：読んだ本についてメモを書く。（45分） 

読解：多読用教材 

1月 21日（木） 

 

第 15回 

準備学習：読んだ本についてメモを書く。（45分） 

読解：多読用教材 

1月 28日（木） 

 

評価基準と方

法 

平常点：20％ 小テスト・課題：30％ テスト（中間・まとめ）：50％ 

       

   

教科書 参考テキスト＊ 

『THE GREAT JAPANESE 30の物語』くろしお出版 

『留学生のための読解トレーニング』 凡人社 

＊購入する必要はありません 

担当者連絡先 赤木朋子（非常勤 日本語日本文学科教授室 D13T01） 

 



開設年度 2020 後期           

時間・単位 90分・１単位 

科目名 Intermediate Japanese ⅠC「日本語中級文法（１）」 

開設学科 外国語科目 

担当者 山本恵美子 （やまもと えみこ） 

 

授業概要 今まで学習した初級文法を確認後、中級初期から中級中期までの文法項目を学ぶ。

形式や意味の学習だけでなく、その文法が実際にどのように使われているかを聴

解、読解練習を通して学び、4技能の向上につなげることを目標とする。 

到達目標 
初中級レベルの文法・語彙を整理し、運用

うんよう

できるようになることを目指す。 

キーワード 文法 語彙 聴解 

 授業内容：小テスト（語彙、文法）、文法（N3レベルの重要表現の確認、練習問

題、例文作成）、N3レベルの聴解練習、を基本形として授業を進める。 

 

第１回  

準備学習：テキストの文法解説、例文を読み、練習問題をする。（60分） 

コースの説明。 

文法①指示詞 

10月 2 日 

 

第２回 

準備学習：テキストの文法解説、例文を読み、練習問題をする。 

語彙・文法の復習をし、小テストに備える。（90分） 

文法②複合助詞 

10月 9 日 

 

第３回 

準備学習：テキストの文法解説、例文を読み、練習問題をする。 

語彙・文法の復習をし、小テストに備える。（90分）  

文法③の・こと・もの 

10月 16日 

 

第４回 

準備学習：テキストの文法解説、例文を読み、練習問題をする。 

語彙・文法の復習をし、小テストに備える。（90分） 

文法④する、なる 

10月 23日 



第５回 

準備学習：テキストの文法解説、例文を読み、練習問題をする。 

語彙・文法の復習をし、小テストに備える。（90分） 

文法⑤名詞修飾 

10月 30日  

 

第６回 

準備学習：第 1回から５回までの学習内容を復習し、テストの準備をする。（120

分） 

中間テスト 

11月 6日  

 

第７回 

準備学習：指定された音声を聞き、練習問題をする。（60分） 

聴解練習 

11月 13日   

 

第８回 

準備学習：テキストの文法解説、例文を読み、練習問題をする。 

語彙・文法の復習をし、小テストに備える。（90分） 

文法⑥待遇表現 

11月 27日 

 

第９回 

準備学習：テキストの文法解説、例文を読み、練習問題をする。 

語彙・文法の復習をし、小テストに備える。（90分） 

文法⑦否定表現 

12月 4日 

 

第１０回 

準備学習：テキストの文法解説、例文を読み、練習問題をする。 

語彙・文法の復習をし、小テストに備える。（90分） 

文法⑧仮定表現 

12月 11日 

 

第１１回 



準備学習：テキストの文法解説、例文を読み、練習問題をする。 

語彙・文法の復習をし、小テストに備える。（90分） 

文法⑨自動詞・他動詞 

12月 18日 

 

第１２回 

準備学習：テキストの文法解説、例文を読み、練習問題をする。 

語彙・文法の復習をし、小テストに備える。（90分） 

文法⑩推量・伝聞 

1月 8日 

 

第１３回 

準備学習：テキストの文法解説、例文を読み、練習問題をする。 

語彙・文法の復習をし、小テストに備える。（90分） 

文法⑪判断・義務 

1月 15日 

 

第１４回 

準備学習：語彙・文法の復習をし、小テストに備える。（60分） 

総合練習問題（文法、聴解） 

１月 22日 

 

第１５回 

準備学習：第 7回から第 14回までの学習内容を復習する。（120分） 

まとめ   

1月 29日 

 

評価基準と方法 平常点 20％  小テスト・課題 30%   テスト（中間・まとめ）50％ 

教科書 テキスト 

『レベルアップ日本語文法 中級』（くろしお出版）ISBN 9784874245972  

参考テキスト（以下は購入する必要はありません） 

 『ドリル＆ドリル 日本語能力試験 N3 聴解 読解』UNICOM 

 『Ｎ3語彙スピードマスター』Ｊリサーチ出版 

担当者連絡先 山本恵美子（非常勤 日本語日本文学科教授室 D13T01） 

 


