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授業コード 科⽬コード 開講学期 単 位

開設学科 科⽬ナンバリング

科⽬名

科⽬名英訳

科⽬名備考

担当者

⼀般教養になる他学
科学⽣（所属）

⼀般教養になる他学
科学⽣（学年）

授業概要

授業到達⽬標及びテ
ーマ

キーワード

内容（学⽣の学修内
容と準備学習の内容
を含む）

評価基準と評価の⽅
法

教科書1 ISBN1

教科書２ ISBN2

教科書３ ISBN3

授業資料

参考書

担当者連絡先

その他（履修条件、
注意事項等）

2208280 2022003090 2022年度後期 1単位

外国語科⽬ JAIS122J

⽇本語Ⅰ (留学⽣のみ対象)

Japanese Ⅰ

植松 容⼦

本授業では、韓国でベストセラーとなった⼩説『82年⽣まれ、キム・ジヨン』を取り上げて⽇本語で読むことを中⼼に、
CLIL(Content and Language Integrated Learning：内容⾔語統合型学習）を通して⽇本語の⼝頭表現をトレーニングする。

(1)⽇本語で書かれた⼩説を読み解き、その内容を他者に伝えることを通して、アカデミックな⼝頭表現（⼀定のまとまりがある発
話）に慣れる。

 (2)ディスカッションを通して、異なる意⾒を受け⼊れつつ⾃分の意⾒も主張できるようになる。
(3)⼩説の中から興味を持ったテーマをみつけ、⾃⽂化および他⽂化の情報も交えながら理解を深めることができる。

（１）CLIL（内容⾔語統合型学習）（２）⼝頭表現 （３）⼥性⽂化

（１）オリエンテーション・⼩説の導⼊
 [準備]『82年⽣まれ、キム・ジヨン』に関する情報を集めておく。（60分）

 （２）1982-1995を読む（グループワーク）
  [準備]本書の1982年から1995年までの記述のうち、⾃分のグループが担当する箇所を中⼼に読んでくる。（120分）

 （３）1982-1995 ディスカッション
  [準備]ワークシートに⾃分の考えをまとめてくる。⾃分の⽂化における状況を調べておく。（120分）

 （４）1995-2000を読む
  [準備]本書の1995年から2000年までの記述のうち、⾃分のグループが担当する箇所を中⼼に読んでくる。（120分）

 （５）1995-2000  ディスカッション
  [準備]ワークシートに⾃分の考えをまとめてくる。⾃分の⽂化における状況を調べておく。（120分）

 （６）2001-2011を読む
  [準備]本書の2001年から2011年までの記述のうち、⾃分のグループが担当する箇所を中⼼に読んでくる。（120分）

 （７）2001-2011  ディスカッション
  [準備]ワークシートに⾃分の考えをまとめてくる。⾃分の⽂化における状況を調べておく。（120分）

 （８）書評の分析
  [準備]ちくま書房ＨＰで公開されている100⼈書評を熟読し、年代別の傾向をまとめておく。（120分）

 （９）新聞記事の分析
  [準備]本書籍について取り上げた新聞記事（⽇本語でも、他⾔語でも可）を複数探し、記事の内容について説明できるように準備

しておく。（120分）
 （10）⽇本⼈学⽣を交えたディスカッション

  [準備]ワークシートにもとづき、⾃分の考えや質問等をまとめておく。（120分）
 （11）プレゼンテーション１（各国のブックレビューの整理）

  [準備]発表資料を準備する。（180分）
 （12）プレゼンテーション２（⼥性の管理職数、離職率等）

  [準備]発表資料を準備する。（180分）
 （13）プレゼンテーション３（育児休暇取得率、賃⾦格差等）

  [準備]発表資料を準備する。（180分）
 （14）プレゼンテーション４（各⾃が⾒つけたテーマ）

  [準備]発表資料を準備する。（180分）
 （15）まとめ

  [準備]今学期の振り返りをしてレポートとしてまとめてくる。（180分）

五段階評価とする。平常点30%（授業参加、受講態度）、試験点70%（課題、プレゼンテーション、ディスカッション、レポー
ト）。この割合を基準として総合的に評価する。 課題にはコメントをつけ、フィードバックする。

チョ・ナムジュ著、⿑藤真理⼦訳『82年⽣まれ、キム・ジヨン』筑摩書房 978-4-480-83211-5

適宜配付する。

常勤教員 ⽉⽕⽔⽊ ⽇本語⽇本⽂学科教授室（1号館3階 3T01）
オフィスアワー ⽔曜⽇ 11:30-12:30 研究室（1号館9階 9T20)

本授業では、グループで協⼒して読解をしたり、内容についてディスカッションを⾏います。半期に数回、⽇本⼈学⽣を交えたディ
スカッションも⾏います。
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授業コード 科⽬コード 開講学期 単 位

開設学科 科⽬ナンバリング

科⽬名

科⽬名英訳

科⽬名備考

担当者

⼀般教養になる他学
科学⽣（所属）

⼀般教養になる他学
科学⽣（学年）

授業概要

授業到達⽬標及びテ
ーマ

キーワード

内容（学⽣の学修内
容と準備学習の内容
を含む）

2208290 2022003070 2022年度後期 1単位

外国語科⽬ JAIS122J

⽇本語Ⅱ (留学⽣のみ対象)

Japanese Ⅱ

⽮野 和歌⼦

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を⾏う。

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。
 

（１） 聴解          （２） 専⾨的          （３）プレゼンテーション

（１）ドキュメンタリー番組を視聴する（１）
   番組を視聴し、ワークシートの問いに答える。

    [準備]事前配布の語彙資料を確認し、テーマについて考えてみる。（60分）
  

（２）ドキュメンタリー番組を視聴する（２）
    番組を視聴し、ワークシートの問いに答える。テーマについてディスカションを⾏う。

    [準備]事前配布の語彙資料を確認し、テーマについて考えてみる。語彙の復習をする。
    課題や興味を持ったことについて、さらに調べる。（90分）

  
（３）ニュース番組を視聴する（１）

    番組を視聴し、ワークシートの問いに答える。
    [準備]事前配布の語彙資料を確認し、テーマについて考えてみる。語彙の復習をする。

    課題や興味を持ったことについて、さらに調べる。（60分）
  

（４）ニュース番組を視聴する（２）
    番組を視聴し、ワークシートの問いに答える。

        テーマについてディスカションを⾏う。
    [準備]事前配布の語彙資料を確認し、テーマについて考えてみる。語彙の復習をする。

    課題や興味を持ったことについて、さらに調べる。（90分）
  

（５）ディベートをする
    これまでに視聴した内容からテーマを決め、ディベートをする。

    [準備]事前配布の語彙資料を確認し、テーマについて考えてみる。語彙の復習をする。
    課題や興味を持ったことについて、さらに調べる。（90分）

  
（６）SDGsの概要を学ぶ（１）

    UNICEFのパンフレットを読み、SDGsについて学ぶ
    [準備]事前配布の語彙資料を確認し、テーマについて考えてみる。（60分）

  
（７）SDGsの概要を学ぶ（２）

    SDGsチャンネルを視聴し、テーマごとのグループに分かれ、
    ディスカッションをする

    [準備]前配布の語彙資料を確認し、テーマについて考えてみる。語彙の復習をする。
   課題や興味を持ったことについて、さらに調べる。（90分）

  
（８）発表準備（１）

    ポスター発表のテーマを決め、アウトラインを作成する
    [準備]語彙の復習をする。発表のテーマを考えてくる。
    興味を持ったことについて、さらに調べる。（90分）

  
（９）発表準備（２）

    アウトラインの相互評価をする/発表内容の下書きをする
    [準備]アウトラインを完成する。興味を持ったことについて、さらに調べる。（90分）

  
（10）発表準備（３）

    ポスターを作成する
    [準備]アウトラインに沿って、ポスターの内容を考えてくる。

    興味を持ったことについて、さらに調べる。（180分）
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評価基準と評価の⽅
法

教科書1 ISBN1

教科書２ ISBN2

教科書３ ISBN3

授業資料

参考書

担当者連絡先

その他（履修条件、
注意事項等）

事務使⽤欄

 
（11）発表準備（２） 

      ポスターを完成する/発表練習をする
          [準備]アウトラインに沿って、ポスターを作成する。（180分）

  
（12）SDGsをテーマとしたポスター発表（1回⽬） 

    交代制で発表し、質疑応答をする
    [準備]発表の練習をする（６０分）

  
（13）SDGsをテーマとしたポスター発表（2回⽬）/ まとめ

    交代制で発表し、質疑応答をする
    [準備]発表の練習をする/発表の振り返りをする（６０分）

  
（14）ドラマを視聴する（１）

           番組を視聴し、ワークシートの問いに答える。
           背景となっている社会事情や登場⼈物の⼼情ついて

           ディスカションを⾏う
          [準備]事前配布の語彙資料を確認し、テーマについて考えてみる。語彙の復習をする。

    課題や興味を持ったことについて、さらに調べる。（90分）
  

（15）ドラマを視聴する（２）
      番組を視聴し、ワークシートの問いに答える。

          [準備]事前配布の語彙資料を確認し、テーマについて考えてみる。語彙の復習をする。
    課題や興味を持ったことについて、さらに調べる。（60分）

  
 

5段階評価とする。
平常点（授業参加・受講態度）：20％ 

 試験点（⼩テスト、提出課題、発表）：80%

TV番組（「NHKスペシャル」、「ガイアの夜明け」等）
UNICEF HP、広報パンフレット
SDGsチャンネル（You Tube）

 
『留学⽣のための考えを伝え合うプレゼンテーション』くろしお出版

⾮常勤教員 ⽕、⾦  ⽇本語⽇本⽂学科教授室（１号館３階）

提出課題（不定期）：評価の対象となるので、毎回提出すること。
 
⼩テスト（不定期）：予告するので、準備してくること。

  
＊授業で扱う動画は、教員が準備したものだけでなく、適宜、学⽣からのリクエストを反映したい。
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授業コード 科⽬コード 開講学期 単 位

開設学科 科⽬ナンバリング

科⽬名

科⽬名英訳

科⽬名備考

担当者

⼀般教養になる他学
科学⽣（所属）

⼀般教養になる他学
科学⽣（学年）

授業概要

授業到達⽬標及びテ
ーマ

キーワード

内容（学⽣の学修内
容と準備学習の内容
を含む）

評価基準と評価の⽅
法

教科書1 ISBN1

教科書２ ISBN2

教科書３ ISBN3

授業資料

参考書

担当者連絡先

2208300 2022003050 2022年度後期 1単位

外国語科⽬ JAIS122J

⽇本語Ⅲ (留学⽣のみ対象)

Japanese Ⅲ

⼤場 美和⼦

多様な⽂章を、構造を意識しながら読み進めていくことで読解の技術を学んでいき、⽂章の情報を客観的にまとめて意⾒を述べる練
習につなげる。

多様な⽂章を読み進めるための技術を学ぶ。
⽂章の構造を意識しながら読み進め、⽂章の理解につなげる。

  

（１）読解の技術 （２）⽂章の理解 （３）⽂章の構造

受講⽣同⼠のグループでのディスカッションも取り⼊れながら進める。
（１）「第1課 語のまとまりをとらえましょう」の問題を話し合いながら学習する。

  [準備]シラバスを読む。「この課の内容」を読み「まずは挑戦」を⾏う。（90分）
 （２）「第2課 「する／される」の関係をつまみましょう」の問題を話し合いながら学習する。

  [準備] 「この課の内容」を読み「まずは挑戦」を⾏う。（90分）
 （３）「第3課 ⽂の構造をとらえましょう」の問題を話し合いながら学習する。

  [準備] 「この課の内容」を読み「まずは挑戦」を⾏う。（90分）
 （４）「第4課 前件と後件の関係をつかみましょう」の問題を話し合いながら学習する。

  [準備] 「この課の内容」を読み「まずは挑戦」を⾏う。（90分）
 （５）「第5課 「これ」「それ」が指すものを考えましょう」の問題を話し合いながら学習する。

  [準備] 「この課の内容」を読み「まずは挑戦」を⾏う。（90分）
 （６）「第6課 ⼤切なことばを伝えるサインをつかみましょう」の問題を話し合いながら学習する。

  [準備] 「この課の内容」を読み「まずは挑戦」を⾏う。（90分）
 （７）「第7課 関連のある⾔葉を探しましょう」の問題を話し合いながら学習する。

  [準備] 「この課の内容」を読み「まずは挑戦」を⾏う。（90分）
 （８）「第8課 ⽂末に注⽬して筆者の意⾒を⾒抜きましょう」の問題を話し合いながら学習する。

  [準備] 「この課の内容」を読み「まずは挑戦」を⾏う。（90分）
 （９）「第9課 著者の⽴場を⾒分けましょう」の問題を話し合いながら学習する。

  [準備] 「この課の内容」を読み「まずは挑戦」を⾏う。（90分）
 （10）「第10課 ⼤切なことを伝えるサインをつかみましょう」の問題を話し合いながら学習する。

  [準備] 「この課の内容」を読み「まずは挑戦」を⾏う。（90分）
 （11）「第11課 ⽬印を使って内容を整理しましょう」の問題を話し合いながら学習する。

  [準備] 「この課の内容」を読み「まずは挑戦」を⾏う。（90分）
 （12）「第12課 内容を素早く理解しましょう」の問題を話し合いながら学習する。

  [準備] 「この課の内容」を読み「まずは挑戦」を⾏う。（90分）
 （13）「第13課 ⽂章の話題を⾒抜きましょう」の問題を話し合いながら学習する。

  [準備] 「この課の内容」を読み「まずは挑戦」を⾏う。（90分）
 （14）「第14課 ストーリーを上⼿に読みましょう」の問題を話し合いながら学習する。

  [準備] 「この課の内容」を読み「まずは挑戦」を⾏う。（90分）
 （15）「第15課 読み間違いを⾒つけましょう」の問題を話し合いながら学習する。

  [準備] 「この課の内容」を読み「まずは挑戦」を⾏う。（90分）

五段階評価とする。平常点（授業参加・発表・授業態度）50％、試験点（課題）50%とし、この割合を基準として総合的に評価す
る。課題はコメントを付けて、後⽇返却する。

⽯⿊圭編著・熊⽥道⼦・筒井千絵・Olga Pokrovska・⼭⽥裕美⼦（2015）『留学⽣
のための 読解トレーニングー読む⼒がアップする15のポイントー』凡⼈社

9784893587800

必要に応じて資料を配布する。

⽯⿊圭・筒井千絵（2009）『留学⽣のためのここが⼤切⽂章表現のルール』スリーエーネットワーク
伊集院郁⼦・⾼野愛⼦（2020）『⽇本語を学ぶ⼈のための アカデミック・ライティング講座』アスク出版

 友松悦⼦（2008）『⼩論⽂への12のステップ』スリーエーネットワーク
 ⻄隈俊哉（2009）『⼤学・⼤学院留学⽣のための論理的思考トレーニング』アルク

  

常勤教員 ⽕ ⽔ ⽊ ⾦   ⽇本語⽇本⽂学科教授室（1号館3階）
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その他（履修条件、
注意事項等）

事務使⽤欄

オフィスアワー：⾦曜⽇11:00-12:00 研究室（B1.9T33）

・本授業は留学⽣対象である。
・授業では他の受講⽣と積極的にディスカッションを⾏うものとする。

 ・課題は授業でのグループワークならびにディスカッションをもとにまとめるものとする。
 ・交通機関の遅延で授業に遅れた場合も遅刻として取り扱う。

 ・課題のやりとりでは、Google Classroom、Google formsなどを活⽤する。
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授業コード 科⽬コード 開講学期 単 位

開設学科 科⽬ナンバリング

科⽬名

科⽬名英訳

科⽬名備考

担当者

⼀般教養になる他学
科学⽣（所属）

⼀般教養になる他学
科学⽣（学年）

授業概要

授業到達⽬標及びテ
ーマ

キーワード

内容（学⽣の学修内
容と準備学習の内容
を含む）

2208310 2022003060 2022年度後期 1単位

外国語科⽬ JAIS122J

⽇本語総合 (留学⽣のみ対象)

Integrated Japanese

⻄川 寿美

後期は、ビジネス⽇本語能⼒テスト受験を⽬指した模試と対策を中⼼に授業を展開する。ビジネス⽤語と基本的な知識を⾝につける
ことを⽬標とする。毎時、語句・表現の習得確認のための⼩テストを⾏う。また、⽇本での就職を意識した就活準備に関する内容も
適宜扱う。受講にあたっては、⽇能試N1程度の⽇本語能⼒が⾝についていることが望ましい。

「ビジネス⽇本語能⼒テスト」受験に向けて、ビジネス⽤語と基本的な知識を⾝につける。

①ビジネス⽇本語 ②ビジネス知識 ③ＢＪＴ⽇本語能⼒テスト

「ＢＪＴビジネス⽇本語能⼒テスト模試と対策」（JALアカデミー）をテキストにする。授業に当たっては事前学習（予習）を課
す。授業では、予習を前提にして、テキスト当該部分の内容を簡潔に振り返り、語彙・表現に関する⼩テストを⾏う。テキストの内
容は以下のとおりである。

  ■聴解 状況説明、表現、会話理解
  ■聴読解 資料理解、資料＋会話理解

  ■読解 ⽂法・語彙、表現、読解
  ■ビジネスコラム

 併せて、⽇本での就職活動を意識した課題（留学⽣の就職現状、⾃⼰分析、業界・業種・職種、勤務条件、⾃⼰PR・志望動機、履歴
書作成）を課す。

  
[準備学習] 予習を前提として授業を進める。授業内容の中から毎回語彙を中⼼とした⼩テストを⾏うので、準備すること。

  
１ テキストの構成と授業の流れの紹介、BJTビジネス⽇本語能⼒テストについて

   準備 シラバスを読んでおく(30)
  ■講義・BJTの紹介、問題を解いてみる、留学⽣の就職状況について

 ２ 模擬テスト１
   準備 本時の予習をしておく(60)

  ■練習問題の実施と解答、語句の確認、適宜、ビジネス会話練習等も⼊れる。⼩テスト実施。就活①⾃⼰分析
 ３ 模擬テスト２

   準備 本時の予習(60)
  ■練習問題の実施と解答、語句の確認、適宜、ビジネス会話練習等も⼊れる。⼩テスト実施。就活①⾃⼰分析

 ４ 模擬テスト３
  準備 本時の予習(60)

  ■練習問題の実施と解答、語句の確認、適宜、ビジネス会話練習等も⼊れる。⼩テスト実施。就活①⾃⼰分析
 ５ 模擬テスト４

  準備 本時の予習(60)
  ■練習問題の実施と解答、語句の確認、適宜、ビジネス会話練習等も⼊れる。⼩テスト実施。就活①⾃⼰分析

 ６ 模擬テスト５
  準備 本時の予習(60)

  ■練習問題の実施と解答、語句の確認、適宜、ビジネス会話練習等も⼊れる。⼩テスト実施。就活②業界・業種・職種
 ７ 模擬テスト６

  準備 本時の予習(60)
  ■練習問題の実施と解答、語句の確認、適宜、ビジネス会話練習等も⼊れる。⼩テスト実施。就活③業界研究

８ 模擬テスト７
  準備 本時の予習(60)

  ■練習問題の実施と解答、語句の確認、適宜、ビジネス会話練習等も⼊れる。⼩テスト実施。就活③業界研究
 ９ 模擬テスト８

  準備 本時の予習(60)
  ■練習問題の実施と解答、語句の確認、適宜、ビジネス会話練習等も⼊れる。⼩テスト実施。就活④勤務条件

 10模擬テスト９
  準備 本時の予習(60)

  ■練習問題の実施と解答、語句の確認、適宜、ビジネス会話練習等も⼊れる。⼩テスト実施。就活④勤務条件
 11模擬テスト10

  準備 本時の予習(60)
  ■前回授業分の⼩テスト、練習問題の実施と解答、語句の確認、適宜、ビジネス会話の練習、ビジネス⾖知識も⼊れる。

 12模擬テスト11
  準備 本時の予習(60)

  ■練習問題の実施と解答、語句の確認、適宜、ビジネス会話練習等も⼊れる。⼩テスト実施。就活⑤⾃⼰PR
 13模擬テスト12
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評価基準と評価の⽅
法

教科書1 ISBN1

教科書２ ISBN2

教科書３ ISBN3

授業資料

参考書

担当者連絡先

その他（履修条件、
注意事項等）

事務使⽤欄

 準備 本時の予習(60)
 ■練習問題の実施と解答、語句の確認、適宜、ビジネス会話練習等も⼊れる。⼩テスト実施。就活⑥志望動機

 14模擬テスト13
  準備 本時の予習(60)

  ■練習問題の実施と解答、語句の確認、適宜、ビジネス会話練習等も⼊れる。⼩テスト実施。就活⑥志望動機
 15 まとめ

  準備 総復習（120）
  ■模擬受験。 就活⑦履歴書・送付状

平常点（受講態度・授業参加・課題・授業理解等）（50％） 毎時の⼩テスト（50％） 五段階評価とする。

JALアカデミー著（2006）「ＢＪＴビジネス⽇本語能⼒テスト 模試と対策」ASK 9784872176100

独⽴⾏政法⼈⽇本学⽣⽀援機構『外国⼈留学⽣のための就活ガイド』を配布する。

常勤 ⽉ ⽕ ⽔ ⽊  ⽇本語⽇本⽂学科教授室（３T01) 研究室（９T４３）
オフィスアワー：⽉曜⽇12:10〜13:00 ⽇本語⽇本⽂学科教授室（B13T01) 


