
2021 年度 後期（こうき） Intensive Japanese Language Program 履修（りしゅう）ガイダンス 

                                             2021/09/14 

１ 日本語科目について 

レベルⅠ(中級) 

履修する人：スレイノッチさん以外の王立プノンペン大学の学生、ガチョールさん 

科目数：7 科目 

①日本語コミュニケーション           

・Intermediate JapaneseⅠA(月４河野)・ⅠB（火４松本）（ペア科目） 

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の場面を想定

そうてい

した会話練習を通し、

実践的
じっせんてき

なコミュニケーション力をつける。 

到達目標 
場面や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 

テキスト：『Weekly J』凡人社 2100円 

②日本語中級文法                 

 ・Intermediate JapaneseⅠC(金４山本) 

授業概要 初級文法の既習
きしゅう

事項
じ こ う

を確認後、中級初期から中級中期までの文法項目
こうもく

を学ぶ。形式や意味の

学習だけでなく、その文法が実際
じっさい

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
ぎ の う

の向上
こうじょう

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

ご い

を整理し、運用
うんよう

できるようになることを目指
め ざ

す。 

テキスト：『レベルアップ日本語文法中級』くろしお出版 2,420円 

③コンテンツで学ぶ               

 ・Intermediate Japanese D（火５松本）・F（木５矢野）（ペア科目）  

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への総合的な日本語力向上
こうじょう

を目指
め ざ

す。 

 

④日本語聴読解               

 ・Intermediate Japanese ⅠE(月５河野)・ⅠG（金５山本）（ペア科目） 

授業概要 読解学習を通し、文章を正確に読む力を身につけるとともに、文脈
ぶんみゃく

の中で語彙
ご い

、文法を学習

する。背景
はいけい

知識
ち し き

や既習
きしゅう

の言語知識をヒントにしながら、自立的
じりつてき

に文章を読み進める力をつけ

る。 

また、聴
ちょう

解
かい

練習を通し、社会文化的な内容の話やニュースのキーワードを聞き取り、内容を

まとめる力をつける。 

到達目標 社会や文化について書かれた具体性
ぐたいせい

のある文章を読んで理解できる。 

構成や展開
てんかい

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。 



 

レベルⅡ(中上級)  

履修する人：スレイノッチさん、トリノ大学の学生、ベネチア大学の学生 

科目数：人によって異なります（●は履修したほうがよい科目 〇は自分で選んでよい科目） 

①日本語コミュニケーション           

・Intermediate Japanese  ⅡA(月４赤木) 

授業概要 さまざまなトピックについて、語彙や表現を学び、実際の使用場面を想定した会話練習を

行う。ロールプレイや日本人学生とのディスカッションもとり入れ、実践的なコミュニケ

ーション力を強化する。 

到達目標 場面や相手に応じた実践的なコミュニケーションができる 

 

・Intermediate Japanese  ⅡB(火５荒巻) 

授業概要 主にビジネスにおける日本語語彙や表現を学び、実際の使用場面を想定した会話練習をす

る。また、タスク先行型のロールプレイやケーススタディをとり入れることで、総合的な

コミュニケーション力を強化する。 

到達目標 ビジネス場面において、挨拶、御礼、お詫びなど基本的なコミュニケーションができる 

また、状況に応じて、交渉を含めた依頼や約束ができる 

テキスト：『にほんごで働く』スリーエーネットワーク 2,750円 

②日本語中級文法             

 ・Intermediate Japanese ⅡC(火４荒巻) 

授業概要 中級レベルの文法や語彙
ご い

などの言語知識を整理しながら、日本語力の基礎
き そ

固
がた

めを行う。特に、

読解・聴解の基礎になる中級レベルの文法をしっかりと学ぶことで、総合的な日本語力の向

上につなげることを目標とする。 

到達目標 中級レベルの文法・語彙
ご い

・表現を理解し、運用
うんよう

できるようになることを目指
め ざ

す 

テキスト：『Ｎ２ ＴＲＹ』アスク出版 1980円 

③日本語聴読解                  

 ・Intermediate Japanese ⅡE(月５赤木・ⅡG(木４矢野) (ペア科目) 

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（コンテクスト）の中で

語彙、文法を学習することで、中級から上級レベルへの移行（ステップアップ）を目標とし

た総合的な日本語力をつける。また、聴解練習を通し、時事的、やや専門的な話を聞き取る

力をつける。コースの最後には、学習した内容について意見文を書く。 

到達目標 
・一般向けのやや抽象度の高い社会や文化に関する文章を読んで、論理構造がわかり、論旨

が理解できる 

・興味のある記事、やや専門的な文章を読んで理解できる。 

・N2 レベルの語彙や文法を理解し適切に運用できる。 

 

④Internship Preparation 木３ 植松・西川・大場  ＊3名以上履修の場合開講 

＜授業の内容＞ 



（１）敬語
け い ご

 

初級
しょきゅう

で学習した敬語を、使えるようにする。「尊敬語
そんけいご

」、「謙譲語
けんじょうご

」の復習
ふくしゅう

、「お願いする」「断
ことわ

る」「意見
い け ん

を言う」

…など、色々な場面
ば め ん

で、誰に対して、どのように敬語を使うかを勉強する。友達に対
たい

するカジュアルな話し方も

練習する。 

（２）メールを書く 

日本語で、丁寧
ていねい

なメールを書けるようにする。また、友達に対して自然
し ぜ ん

な日本語でメールを書けるようにする。

メール以外にもメモを書くことなど、日本での生活で必要になる【書く】日本語を練習する。 

テキスト：『新・日本語敬語トレーニング』アスク出版 2,400円  

 

⑤日本語Ⅱ  木４矢野  この科目は Academic Program(N2以上)の学生を対象としています) 

授業概要 前半は、ドキュメンタリーやニュース番組などを視聴し、聴解力や語彙力を高める。また、

視聴した内容について、クラスメートと学び合う中で新しい知識や視点を獲得し、自分の意

見を表明する。後半は、SDGs「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」か

ら、自らのテーマを設定し、調べた上で論理的にまとめ、プレゼンテーション（ポスター発

表を予定＊ＰＰＴ発表とする可能性もある）を行う。  

到達目標 ドキュメンタリーやニュース番組などやや専門性の高い動画を視聴し、理解したうえで、自

分の考えや意見を表明できる。 

聴解を通して、文脈の中で語彙の選択や用法に着目しながら学習し、語彙力や表現力を高め

る。 

時事的、やや専門的なことについて調べ、論理的にまとめて、発表ができる。 

 

・担当教員 

【AJALT】矢野和歌子 Yano Wakako      赤木朋子 Akagi Tomoko     松本美樹Matsumoto Miki  

山本恵美子 Yamamoto Emiko   河野里奈 Kono Rina       荒巻久子 Aramaki Hisako） 

【昭和女子大学】西川寿美 Nishikawa Sumi      大場美和子Obamiwako     植松容子 Uematsu Yoko 

・漢字学習  テキストを決めて自分で自習計画をたて、勉強します。定期的にテストも行います。 

 使用テキスト：『Practical Kanji 現代社会を読む 700漢字 Vol. 1』アスク出版 2.420円  

 1週目の授業で担当教員から説明があります。 

・テキスト購入方法： 

①カンボジアの学生は、日本で買って、他の教材と一緒に大学にまとめて送ります。お金は後で払ってもらいます。  

②イタリアの学生と中国の学生は母国でインターネットで購入してください。テキスト以外の教材は送ります。 

 

２ 履修登録について 

・履修科目は、プレースメントテストの結果に基づいて担当教員が決めました。だれがどの科目を履修登録するか

は「別表」の●印で確認してください。●は履修した方がよい科目、〇は履修するかどうか自分で決めてよい科目

です。 

・科目の内容は「シラバス」で確認してください。テストや課題について説明が入っています。 

・ペア科目は週に 2 回授業があります。必ずペアで履修登録してください。 

・指定された日本語科目について問題がある学生は申し出てください。 



・履修登録に必要な情報（開講時間割・教室・授業コード）はすべて別表に書いてあります。 

・日本語以外の科目の履修を希望する学生は、「科目リスト」から選びます。自分の日本語能力にあった科目を選ん

でください。シラバスも必ず読んでその授業の内容、課題、評価方法を確認してから履修を決めてください。 

 

３ その他 

・授業が始まるのは 10月 1日からです。授業で使用する zoomURLはそれまでに確認してください。授業に関連し

た連絡や課題の提出等は、Google Classroom か Up Showaを使います。履修する科目の担当教員によってどちらを

使うか決まります。どちらも使えるようになってください。 

・1 回目の授業で、科目担当教員から授業や課題・評価方法について説明があります。1回目の授業はとても大事で

す。 

・昭和女子大学では授業出席を重視します。授業を休む場合は、必ず担当教員に連絡を入れてください。 

・日本語会話パートナー、Language Exchange パートナー、等日本人学生との交流の機会、日本語を使う機会を授

業外で設けています。積極的に参加して日本語力を伸ばしてください。追って CIEから連絡が入ります。 


