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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）

2208640 2022102021 2022年度後期 1単位

外国語科⽬ JAIS122J

Intermediate Japanese ⅠA

Intermediate Japanese ⅠA

⻄川 寿美

学校⽣活、ホームステイ、アルバイト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。

 授業ではミニ発表やロールプレイ、ペアワークなど、さまざまな活動を⾏う。
 

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。
⾝近なテーマについて、エピソード交えて詳しく話すことができる。

 相⼿の意⾒を受けて、⾃分の意⾒を⾔うことができる。
 

コミュニケーション ロールプレイ 実際場⾯

Intermediate Japanese ⅠA・ⅠB：⽇本語コミュニケーションI
週2回の授業。両⽅の科⽬を履修すること。

  
第1回

 準備学習：語彙や表現の予習をする。(90分)
 コースの説明

 Unit 1 ⾃⼰紹介をする
  

第2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。(90分)
 Unit 5 ⽅法をたずねる・わからないことを聞く

  
第3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。(90分)

 Unit 7 いい物を⼈に勧める
  

第4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。(90分)
 Unit 8 ⾃分から申し出る

  
第5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。(90分)

 Unit 9 ⼦どものときのことについて話す
  

第6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。(90分)
 Unit 13 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

  
第7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) 

 会話テスト、⽇本⼈学⽣と話す
  

第8回
 準備学習：Unit 13までの総復習をし、中間まとめに備える。(180分)

 中間まとめ
  

第9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。(90分)
 Unit 14 失敗談を話す 

  
第10回

 



2022/09/05 15:23 UP SHOWA 昭和⼥⼦⼤学 学⽣ポータルサイト.

https://up.swu.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml 2/2

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。(90分)

 Unit18 謝る
  

第11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。(90分)
 Unit21 状況を聞く・答える

  
第12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) 

 会話テスト、⽇本⼈学⽣と話す
  

第13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。(90分)
 Unit26 誘い・依頼を断る

  
第14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。(90分)

 Unit30 問い合わせる
  

第15回
 準備学習：Unit 30までの総復習をする。(90分)

 総復習
  

 
 
 

５段階評価
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・まとめ課題 30％

『Weekly J book 1 ⽇本語で話す6週間』 凡⼈社
 

I9784893588159

オリジナル資料、⽣教材

河野⾥奈 （⾮常勤講師AJALT ⽉ ⽇本語⽇本⽂学科教授室 B13T01）
松本美樹 （⾮常勤講師AJALT ⽕ ⽇本語⽇本⽂学科教授室 B13T01）

 ペア科⽬
  

Intensive Japanese Language Program学⽣対象科⽬。
Intermediate Japanese ⅠA・ⅠB：⽇本語コミュニケーション 週2回の授業。両⽅の科⽬を履修すること。
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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）

2208650 2022102022 2022年度後期 1単位

外国語科⽬ JAIS122J

Intermediate Japanese ⅠB

Intermediate Japanese ⅠB

⻄川 寿美

学校⽣活、ホームステイ、アルバイト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。

 授業ではミニ発表やロールプレイ、ペアワークなど、さまざまな活動を⾏う。
 

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。
⾝近なテーマについて、エピソード交えて詳しく話すことができる。

 相⼿の意⾒を受けて、⾃分の意⾒を⾔うことができる。
 

コミュニケーション ロールプレイ 実際場⾯

Intermediate Japanese ⅠA・ⅠB：⽇本語コミュニケーションI
週2回の授業

  
第1回

 準備学習：テキストを事前に読んでくる。
 語彙や表現の予習をする。(90 分)

 Unit 2 いろいろな気持ちを表現する
  

第2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。(90分)
 Unit 3 こんなとき、どうする？

  
第3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。(90分)

 Unit 6 状況を聞く
  

第4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) 
 会話テスト、⽇本⼈学⽣と話す
  

第5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。(90分)
 Unit 12 意⾒を⾔う

  
第6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)

 コミュニケーションタスク１（ロールプレイ）
  

第7回
 準備学習：語彙や⽂法の復習をする。(90分)

 コミュニケーションタスク２（ロールプレイ）、⽇本⼈学⽣と話す
  

第8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。(90分)
 Unit 15 聞いた話をもとに⼈に伝える 

  
第9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。(90分)

 Unit 19 相⼿に忠告する 
  

第10回
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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。(90分)

 コミュニケーションタスク3（ロールプレイ）
  

第11回
 準備学習：語彙や⽂法の復習をする。(90分)

 コミュニケーションタスク4（ロールプレイ）、⽇本⼈学⽣と話す
  

第12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。(90分)
 Unit 24 経験に基づいてアドバイスする

  
第13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。(90分)

 Unit 28 名前がわからないものを説明する
  

第14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) 
 会話テスト、⽇本⼈学⽣と話す
  

第15回
 準備学習：後期の学習内容の総復習をし、期末まとめに備える。(180分)

 期末まとめ
  

 
 
 

５段階評価
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・まとめ課題 30％

『Weekly J book 1 ⽇本語で話す6週間』 凡⼈社
 

9784893588159

オリジナル資料、⽣教材

河野⾥奈 （⾮常勤AJALT ⽉ ⽇本語⽇本⽂学科教授室 B13T01）
松本美樹 （⾮常勤AJALT ⽕ ⽇本語⽇本⽂学科教授室 B13T01）

 ペア科⽬
  

Intensive Japanese Language Program学⽣対象科⽬
Intermediate Japanese ⅠA・ⅠB：⽇本語コミュニケーションI

 週2回の授業。両⽅の科⽬を履修すること。



2022/09/05 15:29 UP SHOWA 昭和⼥⼦⼤学 学⽣ポータルサイト.

https://up.swu.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml 1/2

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）

2208660 2022102023 2022年度後期 1単位

外国語科⽬ JAIS122J

Intermediate Japanese ⅠC (⽇本語中級⽂法1)

Intermediate Japanese ⅠC

⻄川 寿美

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。

初中級レベルの⽂法・語彙を整理し、運⽤できるようになることを⽬指す。

（１） ⽂法          （２） 語彙         （３）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 

 コースの説明。
 ⽂法① 時の表現

 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。（90分）
  

第2回
 ⽂法② 原因・理由

 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、⼩テストの準備をする。（90分）

  
第3回

 ⽂法③ の・こと・もの
 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、⼩テストの準備をする。（90分）
  

第4回
 ⽂法④ する・なる

 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、⼩テストの準備をする。（90分）

  
第5回

 ⽂法⑤ 指⽰詞
 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、⼩テストの準備をする。（90分）
  

第6回 
 中間まとめ

 準備学習：第1回から５回までの学習内容を復習し、中間まとめの準備をする（120分）
  

第7回
聴解練習

 準備学習：指定された⾳声を聞き、練習問題をする（90分）
  

第8回
 ⽂法⑥ 待遇表現

 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。（90分）
  

第9回
 ⽂法⑦ 否定表現

 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、⼩テストの準備をする。（90分）

  
第10回

 ⽂法⑧ 仮定表現
 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、⼩テストの準備をする。（90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

第11回
⽂法⑨ ⾃動詞・他動詞

 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、⼩テストの準備をする。（90分）

  
第12回

 ⽂法⑩ 推量・伝聞
  

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、⼩テストの準備をする。（90分）

  
第13回

 ⽂法⑪ 判断・義務
 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、⼩テストの準備をする。（90分）
  

第14回
 総合練習問題（⽂法、聴解）

 準備学習：指定された⾳声を聞き、練習問題をする（90分）
  

第15回
 総まとめ

 準備学習：第７回から14回までの総復習をする。（120分）
  

 
]

5段階評価
平常点（授業参加度）10％、⼩テスト20％、提出課題20％、

 中間・期末課題50％ 
 

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

オリジナル教材

⼭本恵美⼦ （⾮常勤講師AJALT ⾦曜 ⽇本語⽇本⽂学科教授室 B13T01）

Intensive Japanese Language Program  学⽣対象科⽬
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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）

2208690 2022102025 2022年度後期 1単位

外国語科⽬ JAIS122J

Intermediate Japanese ⅠE (⽇本の社会と⽂化1)

Intermediate Japanese ⅠE

⻄川 寿美

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、⽂脈の中で語彙、⽂法を学習し、中級レベルで必要な総合的な⽇本語
⼒をつける。ペアワーク、ディスカッション等の協働学習により、多様な視点、考え⽅を学ぶ。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。

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、要点が理解でき、⾃分の考えが述べられる。
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。
 

読解 聴解 ⽂法

Intermediate IE, IG：聴読解・⽂法 中級 週2回授業
 
授業内容：聴解、読解を基本形として進め、適宜⼩テストを⾏う。

  
第1回

 コースの説明、読解⽂１
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでおく。（90分）

             
 第2回

 読解⽂２ ペアワーク・ディスカッション
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでおく。語彙・⽂法の復習をして、⼩テストに備える。（90分）

  
第3回

 読解のポイント① 
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでおく。語彙・⽂法の復習をして、⼩テストに備える。（90分）

  
第4回

 読解⽂３ ペアワーク・ディスカッション
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでおく。語彙・⽂法の復習をして、⼩テストに備える。（90分）

 第5回
 読解⽂３ ペアワーク・ディスカッション

 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでおく。語彙・⽂
 法の復習をして、⼩テストに備える。（90分）

  
第6回

 意⾒⽂を書く
 準備学習：語彙・⽂法の復習をして、⼩テストに備える。（90分）

  
第7回

 意⾒⽂を読み合う ペアワーク・ディスカッション
 準備学習：語彙・⽂法の復習をして、⼩テストに備える。（90分）

  
第8回
多読リーディング

 準備学習：語彙、表現の復習をする。（60分）
  

第9回
 ジグソーリーディング グループワーク

 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでおく。（90分）
  

第10回
 ジグソーリーディング グループワーク 

 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでおく。語彙・⽂法の復習をして、⼩テストに備える。（90分）
  

第11回
 論説⽂を読む  ペアワーク・ディスカッション

 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでおく。（90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

第12回
読解のポイント②

 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでおく。語彙・⽂法の復習をして、⼩テストに備える。（90分） 
  

第13回
 エッセイ・⼩説 ペアワーク・ディスカッション 

 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでおく。語彙・⽂法の復習をして、⼩テストに備える。（90分）
  

第14回
 読解のポイント③

 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでおく。語彙・⽂法の復習をして、⼩テストに備える。（90分） 
  

第15回
 多読リーディング

 準備学習：語彙、表現の復習をする。（90分）
  

5段階評価
平常点：参加度10点、⼩テスト20点、提出課題：30点、中間・期末課題：40点

 

オリジナル資料、⽣教材

河野⾥奈 （⾮常勤講師AJALT ⽉ ⽇本語⽇本⽂学科教授室 B13T01)
⼭本恵美⼦（⾮常勤講師AJALT ⾦ ⽇本語⽇本⽂学科教授室 B13T01）

 ペア科⽬
 

Intensive Japanese Language Program  学⽣対象科⽬
Intermediate IE, IG：週2回授業があります。両⽅の科⽬を履修すること。
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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）

2208720 2022102027 2022年度後期 1単位

外国語科⽬ JAIS122J

Intermediate Japanese ⅠG (⽇本の社会と⽂化1)

Intermediate Japanese ⅠG

⻄川 寿美

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、⽂脈の中で語彙、⽂法を学習し、中級レベルで必要な総合的な⽇本語
⼒をつける。ペアワーク、ディスカッション等の協働学習により、多様な視点、考え⽅を学ぶ。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。

 
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、要点が理解でき、⾃分の考えが述べられる。
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。
 

（１） 読解     （２）聴解       （３）⽂法

Intermediate IE, IG：聴読解・⽂法 中級 週2回授業
 
授業内容：聴解、読解を基本形として進め、適宜⼩テストを⾏う。

  
第1回

 読解⽂１ ペアワーク・ディスカッション
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでおく。（90分）

             
 第2回

 読解⽂２ ペアワーク・ディスカッション
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでおく。（90分）

  
第3回

 聴解のポイント① 
 準備学習：指定された⾳声を聞いておく。語彙・⽂法の復習をして、

 ⼩テストに備える（60分）
  

第4回
 意⾒⽂を読む ペアワーク・ディスカッション

 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでおく。語彙・⽂法の復習をして、⼩テストに備える。（90分）
 第5回

 中間まとめ
 準備学習：語彙・⽂法の総復習をする。（120分） 

  
第6回

 多読リーディング
 準備学習：語彙、表現の復習をする。（90分）

  
第7回

 ジグソーリーディング グループワーク
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでおく。（90分）

  
第8回
ジグソーリーディング グループワーク 

 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでおく。語彙・⽂法の復習をして、⼩テストに備える。（90分）
  

第9回
 論説⽂を読む  ペアワーク・ディスカッション

 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでおく。語彙・⽂法の復習をして、⼩テストに備える。（90分）
  

第10回
 聴解のポイント②

 準備学習：指定された⾳声を聞いておく。語彙・⽂法の復習をして、
 ⼩テストに備える（90分）

  
第11回

 エッセイ・⼩説 ペアワーク・ディスカッション 
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでおく。語彙・⽂法の復習をして、⼩テストに備える。（90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

 
第12回

 エッセイ・⼩説 ペアワーク・ディスカッション 
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでおく。（90分）

  
第13回

 聴解のポイント③
 準備学習：指定された⾳声を聞いておく。語彙・⽂法の復習をして、

 ⼩テストに備える（90分）
 第14回

 多読リーディング
 準備学習：語彙、表現の復習をする。（90分）

  
第15回

 総まとめ
 準備学習：語彙・⽂法の総復習をする。（120分）

  
 

5段階評価
平常点：参加度10点、⼩テスト20点、提出課題：30点、中間・期末課題：40点

 

オリジナル資料、⽣教材

⼭本恵美⼦（⾮常勤講師AJALT ⾦曜 ⽇本語⽇本⽂学科教授室 B13T01）
河野⾥奈（⾮常勤講師AJALT ⽉曜 ⽇本語⽇本⽂学科教授室 B13T01)

 ペア科⽬
  

Intensive Japanese Language Program  学⽣対象科⽬
Intermediate IE, IG：聴読解・⽂法 中級 週2回授業。両⽅の科⽬を履修すること。
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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）

2208680 2022102024 2022年度後期 1単位

外国語科⽬ JAIS122J

Intermediate Japanese D

Intermediate Japanese D

⻄川 寿美

読解や聴解、インタビューを通じ、知識を深めたうえで、主体的に調べ、プレゼンテーションするといった流れで進める。マルチメ
ディアの活⽤や⽇本⼈学⽣、外部社会⼈ビジターとの交流を取り⼊れる。

様々な実践的な活動を通し、中級から上級レベルへの総合的な⽇本語⼒向上を⽬指す。

読解、プレゼンテーション、ビジター

Intermediate Japanese D・F ：コンテンツで学ぶ⽇本語 週２回授業
 
第1回

 フォトランゲージ① 夏休みに⾒つけた⾯⽩いもの
 準備学習：説明する写真を準備し、話す内容を考えておく（90分）

  
 
第2回

 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
 準備学習：読解⽂を読んでくる（90分）

  
 
第3回

 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
 準備学習：発表資料を作成する（90分）

  
第4回

 ⽇本の教育vs⺟国の教育⑤ 発表原稿チェック 発表練習
 準備学習：発表原稿を完成する（90分）

  
 
第5回

 ニュースキャスターになろう① 発声、発⾳練習 動画視聴
 準備学習：語彙、表現の復習をする（90分）

  
第6回

 ニュースキャスターになろう③ 経験者の指導を受ける
 準備学習：語彙、表現の復習、⼆ユース原稿を完成する（90分）

  
第7回

 ニュースキャスターになろう④ 発表（ニュースを読む）
 準備学習：発表の練習をする（90分）

  
第8回

 インタビューをしよう③ ⽇本⼈学⽣へのインタビューの報告、
 社会⼈へのインタビュー内容を考える

 準備学習：資料を読み、語句の意味を調べてくる（90分）
  

第9回
 インタビューをしよう⑤ 社会⼈へのインタビューの報告

 準備：資料を読み、語句の意味を調べてくる（90分）
  

第10回
 ⽇本事情① 落語の⼩噺(こばなし)

 準備学習：資料を読み、語句の意味を調べてくる（90分）
  

第11回
 ⽇本事情③ ⽇本語のスピーチスタイル

 準備学習：資料を読み、語句の意味を調べてくる（90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

第12回
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

 準備学習：グループで発表内容を考え、準備をする（90分）
  

第13回
 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

 準備学習：発表資料を作成する（90分）
  

第14回
 ⽇本の伝統⽂化・ポップカルチャー⑤ グループ発表

 準備学習：発表練習をする（90分）
  

第15回
 総まとめ

 準備学習：語彙や表現の総復習をする（90分）
  

5段階評価
平常点（授業参加）15％  発表85％

 

オリジナル資料、⽣教材

松本美樹 （⾮常勤AJALT ⽕ ⽇本語⽇本⽂学科教授室 B13T01）
⽮野和歌⼦（⾮常勤講師AJALT ⽊、⾦ ⽇本語⽇本⽂学科教授室 B13T01)

 ペア科⽬
 

Intensive Japanese Language Program  学⽣対象科⽬
Intermediate Japanese D・F ：コンテンツで学ぶ⽇本語 週２回授業。両⽅の科⽬を履修すること。
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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）

2208710 2022102026 2022年度後期 1単位

外国語科⽬ JAIS122J

Intermediate Japanese F

Intermediate Japanese F

⻄川 寿美

読解や聴解、インタビューを通じ、知識を深めたうえで、主体的に調べ、プレゼンテーションするといった流れで進める。マルチメ
ディアの活⽤や⽇本⼈学⽣、外部社会⼈ビジターとの交流を取り⼊れる。

様々な実践的な活動を通し、中級から上級レベルへの総合的な⽇本語⼒向上を⽬指す。

読解、プレゼンテーション、ビジター

Intermediate Japanese D・F ：コンテンツで学ぶ⽇本語 週２回授業
 
第1回

 フォトランゲージ② ⺟国の不思議紹介
 準備学習：説明する写真を準備し、話す内容を考えておく（90分）

  
第2回

 ⽇本の教育vs⺟国の教育② 発表のアウトラインを書く
 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（90分）

  
第3回

 ⽇本の教育vs⺟国の教育④ ⽇本⼈学⽣インタビュー
 準備学習：インタビューの質問を考え、準備する（90分）

  
第4回

 ⽇本の教育vs⺟国の教育⑥ 発表
 準備学習：発表練習（90分）

  
第5回

 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
 準備：資料を読み、語句の意味を調べてくる（90分）

  
第6回

 インタビューをしよう①⽇本⼈学⽣へのインタビュー内容を考える
 準備：資料を読み、語句の意味を調べてくる（90分）

  
第7回

 インタビューをしよう②⽇本⼈学⽣へのインタビュー/報告の準備
 準備：インタビューの準備をしてくる（90分）

  
第8回

 インタビューをしよう④社会⼈へのインタビュー/報告の準備
 準備：インタビューの準備をしてくる（90分）

 
第9回

 中間まとめ 
 準備：語彙や表現の総復習をする（120分）

  
第10回

 ⽇本事情② 短歌
 準備：資料を読み、語句の意味を調べてくる（90分）

  
第11回

 ⽇本事情④ 茶道
 準備：資料を読み、語句の意味を調べてくる（90分）

  
第12回

 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
 準備：資料を読み、語句の意味を調べてくる（90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

第13回
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

 準備：発表資料を作成する（90分）
  

第14回
 ⽇本の伝統⽂化・ポップカルチャー⑤ 発表練習・相互評価

 準備：発表練習をする（120分）
  

第15回
 総まとめ

 準備学習：語彙や表現の総復習をする（120分）
  

 
 

5段階評価
 平常点（授業参加）15％  発表85％ 

 

オリジナル資料、⽣教材

⽮野和歌⼦（⾮常勤講師AJALT ⽊曜、⾦曜 ⽇本語⽇本⽂学科教授室 B13T01)
松本美樹 （⾮常勤講師AJALT ⽕曜 ⽇本語⽇本⽂学科教授室 B13T01）

 ペア科⽬
 

Intensive Japanese Language Program  学⽣対象科⽬
Intermediate Japanese D・F ：コンテンツで学ぶ⽇本語 週２回授業。両⽅の科⽬を履修すること。
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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）

2208642 2022102030 2022年度後期 1単位

外国語科⽬ JAIS122J

Intermediate Japanese ⅡA

Intermediate Japanese ⅡA

⻄川 寿美

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。

⾃然に話される⽇本語の聞き取りができるようになる。Topicに関連した語彙・表現などを学習しながら正確な表現⼒を⾝につけ、
中級から上級へステップアップする。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。

  

コミュニケーション、ロールプレイ、ディスカッション

Intermediate JapaneseⅡA：⽇本語コミュニケーション中上級 週1回授業
 
第1回

 Topic⾃⼰紹介で好印象を与えよう
 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。(90分)
  

第2回
 Topicこれが欲しい①

 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。

 シャド−イング練習をする。（90分)
  

第3回
 Topicこれが欲しい② ペアワーク

 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。

 シャド−イング練習をする。（90分)
  

第4回
 Topic困っている友だち ペアワーク

 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。

 シャド−イング練習をする。（90分)
  

第5回 
 会話テスト、⽇本⼈学⽣とディスカッション 

 準備学習：語彙や⽂法の復習をし、会話テストに備える。(120分)
  

第6回
 Topicなくした体験を話そう ペアワーク

 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。

シャド−イング練習をする。（90分)
  

第7回
 Topicむずかしいお願い ペアワーク

 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。

 シャド−イング練習をする。（90分)
  

第8回 
 Topic最近のできごと ペアワーク

 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。

 シャド−イング練習をする。（90分)
  

第9回
 会話テスト、⽇本⼈学⽣とディスカッション 
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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

準備学習：語彙や⽂法の復習をし、会話テストに備える。(120分)
 
第10回

 Topic健康的な⽣活
 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。
 シャド−イング練習をする。（90分)

  
第11回

 Topic悩みごと相談 ペアワーク
 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。
 シャド−イング練習をする。（90分)

  
第12回

 Topic お別れのあいさつ ペアワーク
 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。
 シャド−イング練習をする。（90分)

  
第13回

 会話テスト、⽇本⼈学⽣とディスカッション 
 準備学習：語彙や⽂法の復習をし、会話テストに備える。(120分)

  
第14回

 Topic将来の夢を語ろう ペアワーク
 準備学習：語彙や⽂法の予習、復習をする。

 シャド−イング練習をする。（90分）
  

第15回
 期末まとめ

 準備学習：前期の学習内容の総復習をし、期末まとめに備える。(180分)
  

 
 
 
 

5段階評価
 平常点（参加度、提出物）20％ ミニ発表10% 会話テスト45％

  期末課題25％ 
 

オリジナル資料

『まるごと ⽇本のことばと⽂化 中級2 B１』三修社
『４技能でひろがる 中級⽇本語カルテットⅡ』ジャパンタイムズ出版

 『⽇本語上級話者への道』スリーエーネットワーク
 『新⽇本語会話トレーニング』アスク

 
⾚⽊朋⼦（⾮常勤講師AJALT ⾦曜 ⽇本語⽇本⽂学科教授室 B13T01）

Intensive Japanese Language Program  学⽣対象科⽬
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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）

2236730 2022102031 2022年度後期 1単位

外国語科⽬ JAIS122J

Intermediate Japanese ⅡB

Intermediate Japanese ⅡB

⻄川 寿美

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を
とり⼊れることで、実践的なコミュニケーション⼒を強化する。

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

  
 

コミュニケーション、ビジネス、ロールプレイ

Intermediate Japanese ⅡB ：コミュニケーション中上級 週1回授業
 
第1回

 1課 紹介する ペアワーク
 準備学習：テキストの語彙や⽂法、敬語の予習をする（90分）

  
第2回

 2課 あいさつする（１）ペアワーク
 準備学習：テキストの語彙や⽂法の予習をする

 前回学習したフレーズ、会話を復習する（90分）
  

第3回
 2課 あいさつする（２）ペアワーク

 準備学習：テキストの語彙や⽂法の予習をする
 前回学習したフレーズ、会話を復習する（90分）

  
第4回

 会話テスト（1課・2課）、BJT
 準備学習：会話テストに備える（90分）

  
第5回

 3課 電話をかける・受ける（１）ペアワーク
 準備学習：テキストの語彙や⽂法の予習をする
 会話テストの振り返りをする（90分）

  
第6回

 3課 電話をかける・受ける（２）ペアワーク
 準備学習：テキストの語彙や⽂法の予習をする
 前回学習したフレーズ、会話を復習する（90分）

  
第7回

 5課 頼む・断る ペアワーク
 準備学習：テキストの語彙や⽂法の予習をする

前回学習したフレーズ、会話を復習する（90分）
  

第8回
 会話テスト（3課・5課）、BJT

 準備学習：会話テストに備える（90分）
  

第9回
 6課 許可をもらう ペアワーク

 準備学習：テキストの語彙や⽂法の予習をする
 会話テストの振り返りをする（60分）

  
第10回

 7課 アポイントをとる（１） ペアワーク
 準備学習：テキストの語彙や⽂法の予習をする

 前回学習したフレーズ、会話を復習する（90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

 
第11回

 7課 アポイントをとる（２） ペアワーク
 準備学習：テキストの語彙や⽂法の予習をする

 前回学習したフレーズ、会話を復習する（90分）
  

第12回
 会話テスト（6課・7課）

 ビジターセッション（社会⼈へのインタビュー）準備１
 準備学習：会話テストに備える（90分）

  
第13回

 ビジターセッション（社会⼈へのインタビュー）準備２
 準備：会話テストの振り返りをする

 ゲストへのインタビュー項⽬・内容を考えてくる（90分）
  

第14回
 ビジターセッション（社会⼈へのインタビュー）

 準備：ゲストへのインタビューの具体的な質問を準備して練習して来る（90分）
  

第15回
 総まとめ

 インタビュー内容を報告する
 準備学習：語彙や表現の総復習をする（90分）

  
 
 
 
 
 
 

5段階評価
平常点（参加度等10％ 提出課題10％） 会話テスト60％ 

 期末課題 20％
  

『にほんごで働く！ビジネス⽇本語30時間』スリーエーネットワーク 9784883194902

オリジナル資料、⽣教材

荒巻久⼦ （⾮常勤講師AJALT ⽕曜⽇ ⽇本語⽇本⽂学科教授室 B13T01）

Intensive Japanese Language Program  学⽣対象科⽬
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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）

2271330 2022102032 2022年度後期 1単位

外国語科⽬ JAIS122J

Intermediate Japanese ⅡC (⽇本語中級⽂法2)

Intermediate Japanese ⅡC

⻄川 寿美

中級レベルの⽂法や語彙を整理しながら、上級レベルへのステップアップに必要な⽇本語運⽤能⼒の養成を⽬指す。特に、⽂章や会
話を理解するために必要な⽂法や⽂型の意味、機能、使い⽅を理解し、場⾯に応じて適切に使えるように練習する。

中級レベルの⽂法・語彙・表現を理解し、運⽤できるようになることを⽬指す。

（１）⽂法       （２）語彙       （３）聴解

Intermediate Japanese ⅡC：⽂法 中上級 週１回授業
 
第1回

 1 お知らせを読む
 準備学習：テキストの⽂法解説と例⽂を読み、練習問題をする。（90分）

  
第2回

 2  スピーチをする（１）
 準備学習：テキストの⽂法解説と例⽂を読み、練習問題をする。

 ⽂法・語彙を復習し、学習した⽂型を使って短⽂を作る練習をする。（90分）
  

第3回
 2  スピーチをする（２）

 準備学習：テキストの⽂法解説と例⽂を読み、練習問題をする。
 ⽂法・語彙を復習し、学習した⽂型を使って短⽂を作る練習をする。（90分）

  
第4回

 3 説明を聞く
 準備学習：テキストの⽂法解説と例⽂を読み、練習問題をする。

 ⽂法・語彙を復習し、学習した⽂型を使って短⽂を作る練習をする。（90分）
  

第5回
 4 ニュースを聞く

 準備学習：テキストの⽂法解説と例⽂を読み、練習問題をする。
 ⽂法・語彙を復習し、学習した⽂型を使って短⽂を作る練習をする。（90分）

  
第6回

 中間まとめ
 準備学習：第５回までの総復習をし、中間まとめの準備をする。（120分）

  
第7回

 7 論説⽂を読む（１）
 準備学習：テキストの⽂法解説と例⽂を読み、練習問題をする。

⽂法・語彙を復習し、学習した⽂型を使って短⽂を作る練習をする。（90分）
  

第8回
 7 論説⽂を読む（２）

 準備学習：テキストの⽂法解説と例⽂を読み、練習問題をする。
 ⽂法・語彙を復習し、学習した⽂型を使って短⽂を作る練習をする。（90分）

  
第9回

 10 エッセイを読む（１）
 準備学習：テキストの⽂法解説と例⽂を読み、練習問題をする。

 ⽂法・語彙を復習し、学習した⽂型を使って短⽂を作る練習をする。（90分）
  

第10回
 10 エッセイを読む（２）

 準備学習：テキストの⽂法解説と例⽂を読み、練習問題をする。
 ⽂法・語彙を復習し、学習した⽂型を使って短⽂を作る練習をする。（90分）
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評価基準と評価の⽅
法
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教科書３ ISBN3
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担当者連絡先

その他（履修条件、
注意事項等）

事務使⽤欄

第11回
11 記事を読む

 準備学習：テキストの⽂法解説と例⽂を読み、練習問題をする。
 ⽂法・語彙を復習し、学習した⽂型を使って短⽂を作る練習をする。（90分）

  
第12回

 12 ビジネス場⾯の会話（１）
 準備学習：テキストの⽂法解説と例⽂を読み、練習問題をする。

 ⽂法・語彙を復習し、学習した⽂型を使って短⽂を作る練習をする。（90分）
  

第13回
 12 ビジネス場⾯の会話（２）

 準備学習：テキストの⽂法解説と例⽂を読み、練習問題をする。
 ⽂法・語彙を復習し、学習した⽂型を使って短⽂を作る練習をする。（90分）

  
第14回

 14 社説を読む
 準備学習：テキストの⽂法解説と例⽂を読み、練習問題をする。

 ⽂法・語彙を復習し、学習した⽂型を使って短⽂を作る練習をする。（90分）
  

第15回
 総まとめ

 準備学習：第7回から第14回までの総復習をする。（120分）
 

5段階評価
平常点（参加度）：20％ 提出課題：20％ 中間課題・期末課題：各30％

 

『TRY! ⽇本語能⼒試験Ｎ2 改訂版』（アスク出版） 9784872179033

予習⽤・復習⽤の課題をGoogle Classroomにアップする

荒巻久⼦ （⾮常勤講師AJALT ⽕ ⽇本語⽇本⽂学科教授室 B13T01）

Intensive Japanese Language Program  学⽣対象科⽬
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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）

2236740 2022102033 2022年度後期 1単位

外国語科⽬ JAIS122J

Intermediate Japanese ⅡE (⽇本の社会と⽂化2)

Intermediate Japanese ⅡE

⻄川 寿美

読解学習を通して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、⽂法を学習することで、中級から上級レベルへのス
テップアップを⽬標とした総合的な⽇本語⼒をつける。読解の課程で、ペアワーク・ディスカッション等協働学習を多く取り⼊れ
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。

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。

 
（１）  読解     （２）  聴解    （３）ディスカッション

Intermediate Japanese ⅡE・ⅡG ：聴読解・⽂法中上級 週２回授業
授業内容：読解・聴解を基本形として進め、⼩テストを適宜実施する。

  
第1回

 読解⽂1 ペアワーク・ディスカッション
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる（90分）

  
第2回

 読解⽂2 ペアワーク・ディスカッション
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる。語彙・

 ⽂法の復習をして⼩テストに備える（90分）
  

第3回
 読解⽂3 ペアワーク・ディスカッション

 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる。語彙・
 ⽂法の復習をして⼩テストに備える（90分）

  
第4回

 読解⽂4 ペアワーク・ディスカッション
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる。語彙・

 ⽂法の復習をして⼩テストに備える（90分）
  

第5回
 読解⽂5 ペアワーク・ディスカッション

 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる。語彙・
 ⽂法の復習をして⼩テストに備える（90分）

  
第6回 

 図表の表現1 ペアワーク・ディスカッション
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる。語彙・

 ⽂法の復習をして⼩テストに備える（90分）
  

第7回
図表の表現2 ペアワーク・ディスカッション

 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる。語彙・
 ⽂法の復習をして⼩テストに備える（90分）

  
第8回

 多読リーディング
 準備学習：語彙・⽂法の復習をして⼩テストに備える（90分）

  
第9回

 論説⽂を読む ペアワーク・ディスカッション
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる（90分）

  
第10回

 論説⽂を読む ペアワーク・ディスカッション
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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

準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる。語彙・
⽂法の復習をして⼩テストに備える（90分）

  
第11回

 ジグソーリーディング グループワーク
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる。語彙・

 ⽂法の復習をして⼩テストに備える（90分）
  

第12回
 ディベート グループワーク

 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる。語彙・⽂法の復習をして⼩テストに備える。（90分）
  

第13回
 エッセイ・⼩説を読む ペアワーク・ディスカッション

 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる。語彙・
 ⽂法の復習をして⼩テストに備える（90分）

  
第14回

 期末まとめ
 準備学習：ここまでの復習をして､期末まとめに備える。（120分）

  
第15回

 多読リーディング 期末まとめの振り返り
 準備学習：語彙・⽂法の復習をして⼩テストに備える（90分）

  
 
 

5段階評価
 平常点（参加度10点、⼩テスト20点）、提出課題 30点、

  中間・期末課題 40点
 

オリジナル資料、⽣教材

⾚⽊朋⼦ （⾮常勤講師AJALT ⾦曜 ⽇本語⽇本⽂学科教授室 B13T01）
⽮野和歌⼦（⾮常勤講師AJALT⽊曜、⾦曜 ⽇本語⽇本⽂学科教授室 B13T01)

 ペア科⽬
 

Intensive Japanese Language Program  学⽣対象科⽬
Intermediate Japanese ⅡE・ⅡG ：聴読解・⽂法中上級 週２回授業。両⽅の科⽬を履修すること。
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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）

2236750 2022102034 2022年度後期 1単位

外国語科⽬ JAIS122J

Intermediate Japanese ⅡG (⽇本の社会と⽂化2)

Intermediate Japanese ⅡG

⻄川 寿美

読解学習を通して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、⽂法を学習することで、中級から上級レベルへのス
テップアップを⽬標とした総合的な⽇本語⼒をつける。読解の課程で、ペアワーク・ディスカッション等協働学習を多く取り⼊れ
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。

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。

 
（１）  読解     （２）  聴解    （３）ディスカッション

Intermediate Japanese ⅡE・ⅡG ：聴読解・⽂法中上級 週２回授業
 
授業内容：読解・聴解を基本形として進め、⼩テストを適宜実施する。

  
第1回

 読解⽂１ ペアワーク・ディスカッション
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる。（90分）

  
第2回

 読解⽂２ ペアワーク・ディスカッション
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる。語彙・

 ⽂法の復習をして⼩テストに備える。（90分）
  

第3回
 読解⽂3 ペアワーク・ディスカッション

 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる。語彙・
 ⽂法の復習をして⼩テストに備える。（90分）

  
第4回

 読解⽂4 ペアワーク・ディスカッション
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる。語彙・

 ⽂法の復習をして⼩テストに備える。（90分）
  

第5回    
 読解⽂5 ペアワーク・ディスカッション

 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる。語彙・
 ⽂法の復習をして⼩テストに備える。（90分）

  
第6回

 中間まとめ
 準備学習：ここまでの復習をして中間まとめに備える。（120分）

  
第7回
多読リーディング 中間まとめの振り返り

 準備学習：語彙・⽂法の復習をして⼩テストに備える（90分）
  

第8回
 論説⽂
 準備：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる（90分）

  
第9回

 ジグソーリーディング グループワーク
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる。（90分）

  
第10回

 ジグソーリーディング グループワーク
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる（90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

 
第11回

 ディベート グループワーク
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる。語彙・⽂法の復習をして⼩テストに備える。（90分）

  
第12回

 エッセイ・⼩説を読む ペアワーク・ディスカッション 
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる。語彙・⽂法の復習をして⼩テストに備える。（90分）

  
第13回

 エッセイ・⼩説を読む ペアワーク・ディスカッション
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる。語彙・⽂法の復習をして⼩テストに備える。（90分）

  
第14回

 エッセイ・⼩説を読む ペアワーク・ディスカッション
 準備学習：新出語彙の意味を調べ、⽂章を事前に読んでくる。語彙・⽂法の復習をして⼩テストに備える。（90分）

  
第15回

 多読リーディング
 準備学習：語彙・⽂法の復習をして⼩テストに備える（90分）

  
 

5段階評価
 平常点（参加度10点、⼩テスト20点）、提出課題 30点、

  中間・期末課題 40点 
 

オリジナル資料、⽣教材

⽮野和歌⼦（⾮常勤講師AJALT ⽊曜、⾦曜 ⽇本語⽇本⽂学科教授室 B13T01)
⾚⽊朋⼦ （⾮常勤講師AJALT  ⾦曜 ⽇本語⽇本⽂学科教授室 B13T01）

 ペア科⽬
 

Intensive Japanese Language Program  学⽣対象科⽬
Intermediate Japanese ⅡE・ⅡG ：聴読解・⽂法中上級 週２回授業 両⽅の科⽬を履修すること。
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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）

2208740 2022013408 2022年度後期 1単位

外国語科⽬ JAIS122J

Internship Preparation

Internship Preparation

⻄川 寿美、植松 容⼦、⼤場 美和⼦

初級(しょきゅう)で学習した敬語を、使えるようにする。「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。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。

インターンシップに必要なビジネス⽇本語⼒、とくに敬語の知識・運⽤能⼒とビジネスおよび⽇常⽣活場⾯でのメールの書き⽅を⾝
に付ける。

①敬語 ②メールの書き⽅  ③中級⽇本語

準備学習：毎時以下を課す。準備学習には毎回90分を要する。
課題(かだい)：毎回短いメールを書いて提出(ていしゅつ)する

 予習(よしゅう)：
 【敬語】「できますか」を読んでくること、「敬語で⾔ってみましょう」の基本的(きほんてき)な⽂法(ぶんぽう)を確認(かくにん)す

ること
 【メール】「書いてみましょう」の指⽰(しじ)を⾒て、ノートにメール⽂(ぶん)を書いてみること

  
授業内容

 授業は「敬語」と「メールの書き⽅」の2つの部分からなる。それぞれ事前学習として予習を課し、予習を前提として授業を展開す
る。3名の教員が各５回担当するが、最後の回に課題を出す。

  
１ 植松 第1章 敬語への⼊り⼝ 1．アポイントを取る

 準備学習：課題(かだい)毎回短いメールを書いて提出(ていしゅつ)する。（90分
 予習(よしゅう)：

 【敬語】「できますか」を読んでくること、「敬語で⾔ってみましょう」の基本的(きほんてき)な⽂法(ぶんぽう)を確認(かくにん)す
ること

 【メール】「書いてみましょう」の指⽰(しじ)を⾒て、ノートにメール⽂(ぶん)を書いてみること
 ■敬語の確認・練習（60分）メールの書き⽅指導・フィードバック（30分）

 ２ 植松 １．訪問する  ２．アドバイスを求める
 準備学習：課題(かだい)毎回短いメールを書いて提出(ていしゅつ)する。（90分）

 予習(よしゅう)：
 【敬語】「できますか」を読んでくること、「敬語で⾔ってみましょう」の基本的(きほんてき)な⽂法(ぶんぽう)を確認(かくにん)す

ること
 【メール】「書いてみましょう」の指⽰(しじ)を⾒て、ノートにメール⽂(ぶん)を書いてみること

 ■敬語の確認・練習（60分）メールの書き⽅指導・フィードバック（30分）
 ３ 植松 ２．簡単に挨拶する    ３．伝⾔する

 準備学習：課題(かだい)毎回短いメールを書いて提出(ていしゅつ)する。90分
 予習(よしゅう)：

 【敬語】「できますか」を読んでくること、「敬語で⾔ってみましょう」の基本的(きほんてき)な⽂法(ぶんぽう)を確認(かくにん)す
ること

 【メール】「書いてみましょう」の指⽰(しじ)を⾒て、ノートにメール⽂(ぶん)を書いてみること
 ■敬語の確認・練習（60分）メールの書き⽅指導・フィードバック（30分）

 ４ 植松 ３．誘う        ４．誘う
準備学習：課題(かだい)毎回短いメールを書いて提出(ていしゅつ)する。90分

 予習(よしゅう)：
 【敬語】「できますか」を読んでくること、「敬語で⾔ってみましょう」の基本的(きほんてき)な⽂法(ぶんぽう)を確認(かくにん)す

ること
 【メール】「書いてみましょう」の指⽰(しじ)を⾒て、ノートにメール⽂(ぶん)を書いてみること

 ■敬語の確認・練習（60分）メールの書き⽅指導・フィードバック（30分）
 ５ 植松 ４．お願いする      

 予習(よしゅう)：
 【敬語】「できますか」を読んでくること、「敬語で⾔ってみましょう」の基本的(きほんてき)な⽂法(ぶんぽう)を確認(かくにん)す

ること 90分
 【メール】復習

 ■敬語の確認・練習（60分）ここまでの復習（30分）
  

６ ⻄川 ５．断る       ５．誘われる
 準備学習：予習(よしゅう)：

 【敬語】「できますか」を読んでくること、「敬語で⾔ってみましょう」の基本的(きほんてき)な⽂法(ぶんぽう)を確認(かくにん)す
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評価基準と評価の⽅
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教科書1 ISBN1

教科書２ ISBN2

教科書３ ISBN3
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参考書

担当者連絡先

ること 90分
【メール】「書いてみましょう」の指⽰(しじ)を⾒て、ノートにメール⽂(ぶん)を書いてみること

 ■敬語の確認・練習（60分）メールの書き⽅指導（30分）
 ７ ⻄川 ６．申し出る     ６．謝る

 準備学習：課題(かだい)毎回短いメールを書いて提出(ていしゅつ)する。90分
 予習(よしゅう)：

 【敬語】「できますか」を読んでくること、「敬語で⾔ってみましょう」の基本的(きほんてき)な⽂法(ぶんぽう)を確認(かくにん)す
ること

 【メール】「書いてみましょう」の指⽰(しじ)を⾒て、ノートにメール⽂(ぶん)を書いてみること
 ■敬語の確認・練習（60分）メールの書き⽅指導（30分）

 ８ ⻄川 ７．おわびする     ７.問い合わせる
 準備学習：課題(かだい)毎回短いメールを書いて提出(ていしゅつ)する。90分

 予習(よしゅう)：
 【敬語】「できますか」を読んでくること、「敬語で⾔ってみましょう」の基本的(きほんてき)な⽂法(ぶんぽう)を確認(かくにん)す

ること
 【メール】「書いてみましょう」の指⽰(しじ)を⾒て、ノートにメール⽂(ぶん)を書いてみること

 ■敬語の確認・練習（60分）メールの書き⽅指導（30分）
 ９ ⻄川 ８．意⾒を⾔う     ８. メール課題のフィードバック

 準備学習：
 予習(よしゅう)：

 【敬語】「できますか」を読んでくること、「敬語で⾔ってみましょう」の基本的(きほんてき)な⽂法(ぶんぽう)を確認(かくにん)す
ること 90分

 ■敬語の確認・練習（60分）メール課題のフィードバック（30分）
 10 ⻄川 5回〜９回の授業のまとめ  

 予習(よしゅう)：
 【敬語】5回から9回の授業の内容について復習をする 90分

 ■敬語の復習（60分）、まとめ、フィードバック（30分）
  

11 ⼤場 １３．お礼を⾔う １０．依頼する
 準備学習：課題(かだい)毎回短いメールを書いて提出(ていしゅつ)する。90分

 予習(よしゅう)：
 【敬語】「できますか」を読んでくること、「敬語で⾔ってみましょう」の基本的(きほんてき)な⽂法(ぶんぽう)を確認(かくにん)す

ること
【メール】「書いてみましょう」の指⽰(しじ)を⾒て、ノートにメール⽂(ぶん)を書いてみること

 ■敬語の確認・練習（60分）メールの書き⽅指導・フィードバック（30分）
 12 ⼤場 １４．電話の敬語 １１．依頼される

 準備学習：課題(かだい)毎回短いメールを書いて提出(ていしゅつ)する。90分
 予習(よしゅう)：

 【敬語】「できますか」を読んでくること、「敬語で⾔ってみましょう」の基本的(きほんてき)な⽂法(ぶんぽう)を確認(かくにん)す
ること

 【メール】「書いてみましょう」の指⽰(しじ)を⾒て、ノートにメール⽂(ぶん)を書いてみること
 ■敬語の確認・練習（60分）メールの書き⽅指導・フィードバック（30分）

 13 ⼤場 １６．報告をする １３．お礼を⾔う
 準備学習：課題(かだい)毎回短いメールを書いて提出(ていしゅつ)する。90分

 予習(よしゅう)：
 【敬語】「できますか」を読んでくること、「敬語で⾔ってみましょう」の基本的(きほんてき)な⽂法(ぶんぽう)を確認(かくにん)す

ること
 【メール】「書いてみましょう」の指⽰(しじ)を⾒て、ノートにメール⽂(ぶん)を書いてみること

 ■敬語の確認・練習（60分）メールの書き⽅指導・フィードバック（30分）
 14 ⼤場 １７．司会の敬語 メール課題のフィードバック

 準備学習：予習(よしゅう)：
 【敬語】「できますか」を読んでくること、「敬語で⾔ってみましょう」の基本的(きほんてき)な⽂法(ぶんぽう)を確認(かくにん)す

ること 90分
 ■敬語の確認・練習（60分）ここまでの復習（30分）

 15 ⼤場 11回〜15回の授業のまとめ 
 準備学習：11回〜15回の復習 90分

 予習(よしゅう)：
 【敬語】5回から9回の授業の内容について復習をする

 ■敬語の復習（60分）、まとめ、フィードバック（30分）

平常点（授業参加度）１０％ メール課題３０％ 敬語テスト６０％による五段階評価

⾦⼦(かねこ)広(ひろ)幸(ゆき)（2014）『初級が終わったら始めよう にほんご敬語
トレーニング』アスク

9784872178562

メール課題については教材を配布する。

植松・⼤場・⻄川：代表⻄川寿美 （常勤 ⽇本語⽇本⽂学科B13T01）
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事務使⽤欄

オフィスアワー ⽉曜⽇ 12:10〜13:00 B13T01

Intensive Japanese Language Program 学⽣対象科⽬


