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Japanese 1 
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Course Numbering (JE)LAN181J 

Course Name Comprehensive Japanese 1 

Lecturer Decided after the placement test 

Number of Credits 4 Credits 

Number of Classes 4 Classes per week 
1. Course Summary and Objectives
【Course Summary】 

Japanese 1 is an introductory course for students with little to no previous experience studying Japanese. This class is the first

 of three beginner level courses. The aim of this course is to get students to be able to communicate about themselves and daily li

fe in the basic Japanese that they have learned in class. Student volunteers from Meiji University will also sometimes take part in

 classes to provide opportunities for speaking practice. As much as you can, please use the Japanese you have learned in class and 

that you have acquired while studying abroad in Japan. This course will be basically conducted in Japanese. 

【Course Objectives】 

Students will be expected to: 

1. speak in Japanese at their own pace using the vocabulary and grammar that they have studied. They will also be expected to list

en to and understand simple Japanese spoken slowly.

2. read and write short sentences and phrases written in hiragana and katakana.

3. acquire the basic vocabulary and grammar of the first half of “Beginner Japanese”.

2. Course Contents
【Course schedule】 

Period  1: Introduction, Basic Japanese(Greetings & Numbers), Hiragana1 

Periods 2-5: Lesson1,Hiragana2 

Periods 6-12: Lesson2,Katakana1 

Periods 12-16: Lesson3,Katakana2 

Periods 17-22: Lesson4 

Periods 23-24: fieldwork 

Period 25:Review(L1-4) 

Period 26: a.Mid-term Examination, b.Class activity 

Periods 27-32: Lesson5 

Periods 33-37: Lesson6 

Periods 38-42: Lesson7 

Periods 43-48: Lesson8 

Periods 49-53: Lesson9 

Period 54: Review(L5-9) 

Period 55: a.Final Examination, b. Review 

Period 56:Self-evaluation,Class activity 

3. Prerequisites and Registration Requirements
・Students who attain "Japanese 1 level" after the placement test are qualified to register for this course.

・Students should practice reading and writing hiragana and katakana before the first class.

・Students will be required to attend all four classes a week.

4. Preparation and Review
・Students will be required to prepare for class and complete assignments after class as instructed.

・Approximately six hours of self-study is expected per week.

5. Textbook(s)
・An Integrated Course in Elementary Japanese GENKI I げんき I  [3rd edition], (The Japan Times)

ISBN : 978-4-7890-1730-5, 3,960yen

・An Integrated Course in Elementary Japanese GENKI I Work Book げんきIワークブック [3rd edition] ,(The Japan Times) ,ISBN : 978-4

-7890-1731-2, 1,870yen

6. Reference(s)
Details to be given during class

7. How to provide Feedback to assignments
◆Quizzes/Homework⇒Oh-o!meiji or in-class feedback.

◆Mid term Exam and Final Exam⇒The scores will be provided on the Oh-o!meiji system and feedback will also be given in class.

8. Grading and Evaluation
・Mid term Exam and Final Exam  60%,

・Continuous Assessment 40% (daily quizzes, homework, class participation)

◆Students must attend two-thirds or more of classes to receive a grade for this class.
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9.Other
◆”Genki (the 3rd edition)” has an official web site. It contains various educational materials which provide opportunities for

learning. Please make full use of these for autonomous study.

 Genki online⇒ https://genki3.japantimes.co.jp/ 

◆The schedule and contents of the course may be modified as necessary according to the number of students enrolled, the level of

comprehension, student interest, etc.

◆Field work is an important part of this course and students are expected to participate in it and in any preparation necessary a

s a required class activity. Please make a concerted effort to participate in such activities in order to help you get a better und

erstanding of the Japanese language and the culture of Japan.

https://genki3.japantimes.co.jp/
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日本語２ 

Japanese 2 
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Course Numbering (JE)LAN181J 

Course Name Comprehensive Japanese 2 

Lecturer Decided after the placement test 

Number of Credits 4 Credits 

Number of Classes 4 Classes per week 
1. Course Summary and Objectives
【Course Summary】 

Japanese 2 is for students who have completed the introductory Japanese. This course is the second of three beginner level courses

. The aim of this course is to get students communicate with each other and the teacher about themselves and daily life using the s

imple Japanese they have studied in class. Also, students will practice developing their reading, writing, listening and speaking s

kills in a balanced way.  Student volunteers from Meiji University also sometimes take part in classes, so students should be ready

 to talk with them actively in Japanese. This course will be basically conducted in Japanese. 

【Course Objectives】 

Students will be expected to: 

1. participate in simple Japanese conversation by listening to Japanese spoken at a slow speed. They will also make a short presen

tation.

2. read letters, diaries, storys, etc.  written in short sentences.

3. write a simple and short essay using the basic vocabulary and grammar of about 100 characters.

4. acquire the basic vocabulary and grammar of the first half of the beginner Japanese.

2. Course Contents
【Course schedule】 

Periods 1-2: Introduction, Review(L1-9） 

Periods 3-8: Lesson10 

Periods 9-13: Lesson11 

Periods 14-18: Lesson12 

Periods 19-22: Lesson13 

Periods 23-24: Field work  

Periods 25-26:Review(L10-13) 

Period 27: a.Mid-term Examination, b.Class activity 

Periods 28-29: Class activity, Review 

Periods 30-34: Lesson14 

Periods 35-40: Lesson15 

Periods 41-46: Lesson16 

Periods 47-52: Lesson17 

Periods 53: Review(L14-17) 

Period 54: a.Final Examination, b. Class activity 

Periods 55-56: Review 

3. Prerequisites and Registration Requirements
・Students who attain "Japanese 2 level" after the placement test are qualified to register for this course.

・Students should practice reading and writing hiragana and katakana before the first class.

・Students will be required to attend all four classes a week.

4. Preparation and Review
・Students will be required to prepare for class and complete assignments after class as instructed.

・Approximately six hours of self-study is expected per week.

5. Textbook(s)
・An Integrated Course in Elementary Japanese GENKI I げんき I  [3rd edition], (The Japan Times)

ISBN : 978-4-7890-1730-5, 3,960yen

・An Integrated Course in Elementary Japanese GENKI I Work Book げんきIワークブック [3rd edition] ,(The Japan Times) ,ISBN : 978-4

-7890-1731-2, 1,870yen

・An Integrated Course in Elementary Japanese GENKI IIげんきII [3rd edition],(The Japan Times)

ISBN : 978-4789017329, 3,960yen

・An Integrated Course in Elementary Japanese GENKI II Work BookげんきIIワークブック [3rd edition] ,(The Japan Times) ISBN : 978-4

-7890-1733-6, 1,870yen

6. Reference(s)
Details to be given during class

7. How to provide Feedback to assignments
・Feedback on quizzes, homework and tests will be provided on the Oh-o! meiji system or in class, depending on how it will be done.
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8. Grading and Evaluation
・Mid term Exam and Final Exam  60%,

・Continuous Assessment 40% (daily quizzes, homework, class participation)

・Students must attend two-thirds or more of classes to receive a grade for this class.

9.Other
◆”Genki (the 3rd edition)” has an official web site. It contains various educational materials which provide opportunities for

learning. Please make full use of these for autonomous study.

 Genki online⇒ https://genki3.japantimes.co.jp/ 

◆The schedule and contents of the course may be modified as necessary according to the number of students enrolled, the level of

comprehension, student interest, etc.

◆Field work is an important part of this course and students are expected to participate in it and in any preparation necessary a

s a required class activity. Please make a concerted effort to participate in such activities in order to help you get a better und

erstanding of the Japanese language and the culture of Japan.

https://genki3.japantimes.co.jp/
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Course Numbering (JE)LAN181J 

Course Name Comprehensive Japanese 3 

Lecturer Decided after the placement test 

Number of Credits 4 Credits 

Number of Classes 4 Classes per week 
1. Course Summary and Objectives
【Course Summary】 

Japanese 3 is for students who have completed 75% of the beginner Japanese courses. This course is the third of three beginner lev

el courses and as part of the course students will review their beginner Japanese. The aim of this course is to get students to tal

k and write confidently in Japanese about themselves, for example their family, daily life, hobbies, memories etc., using the Japan

ese they have learned in the beginner-level classes. Student volunteers from Meiji University also sometimes take part in classes, 

so students should be ready to talk with them actively in Japanese. This course will be basically conducted in Japanese. 

【Course Objectives】 

Students will be expected to: 

1. participate in basic Japanese conversation. They will also give their opinions, ask questions and make presentations.

2. read short sentences (from letters, diaries, stories etc.)

3. write an essay in Japanese of about 200 to 400 characters using simple conjunctions.

4. acquire the basic vocabulary and grammar of the beginner Japanese.

2. Course Contents
【Course schedule】 

Periods 1-2: Introduction, ふくしゅう(Lesson13-17) 

Periods 3-9: Lesson18 

Periods 10-16: Lesson19 

Periods 17-22: Lesson20 

Periods 23-24: フィールドワーク 

Periods 25-26: ふくしゅう（L18-20) 

Period 27: a.Mid-term Examination, b.クラスアクティビティ(Class activity) 

Periods 28-36: Lesson21 

Periods 37-43: Lesson22 

Period 44: クラスアクティビティ(Class activity) 

Periods 45-50: Lesson23 

Period 51: Review(L21-23) 

Period 52: クラスアクティビティ(Class activity) 

Period 53: a.Final Examination, b.クラスアクティビティ(Class activity) 

Periods 54-56: ふくしゅう／まとめ 

3. Prerequisites and Registration Requirements
・Students who attain "Japanese 3 level" after the placement test are qualified to register for this course.

・Students should review the textbook they have ever studied before coming to the first class of this course.

・Students will be required to attend all four classes a week.

4. Preparation and Review
・Students will be required to prepare for class and complete assignments after class as instructed.

・Approximately six hours of self-study is expected per week.

5. Textbook(s)
・An Integrated Course in Elementary Japanese GENKI IIげんきII [3rd edition],(The Japan Times)

ISBN : 978-4789017329, 3,960yen

・An Integrated Course in Elementary Japanese GENKI II Work BookげんきIIワークブック [3rd edition] ,(The Japan Times) ISBN : 978-4

-7890-1733-6, 1,870yen

6. Reference(s)
・An Integrated Course in Elementary Japanese GENKI I げんき I  [3rd edition], (The Japan Times)

ISBN : 978-4-7890-1730-5

・An Integrated Course in Elementary Japanese GENKI I Work Book げんきIワークブック [3rd edition] ,(The Japan Times) ,ISBN : 978-4

-7890-1731-2

・『BASIC KANJI WORKBOOK 使って身につく漢字×語彙1』, 大神智春・清水百合,（凡人社）, 978-4893587558

・『短期集中 初級日本語文法 総まとめポイント20』, 友松悦子・和栗雅子著,（スリーエーネットワーク）,978-4883193288

・『新装版 日本語集中トレーニング』, 星野恵子・遠藤藍子（アルク）, 978-4757418370

7. How to provide Feedback to assignments
・Feedback on quizzes, homework and tests will be provided on the Oh-o! meiji system or in class, depending on how it will be done.
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8. Grading and Evaluation
・Mid term Exam and Final Exam  60%,

・Continuous Assessment 40% (daily quizzes, homework, class participation)

・Students must attend two-thirds or more of classes to receive a grade for this class.

9.Other
◆”Genki (the 3rd edition)” has an official web site. It contains various educational materials which provide opportunities for

learning. Please make full use of these for autonomous study.

 Genki online⇒ https://genki3.japantimes.co.jp/ 

◆The schedule and contents of the course may be modified as necessary according to the number of students enrolled, the level of

comprehension, student interest, etc.

◆Field work is an important part of this course and students are expected to participate in it and in any preparation necessary a

s a required class activity. Please make a concerted effort to participate in such activities in order to help you get a better und

erstanding of the Japanese language and the culture of Japan.

https://genki3.japantimes.co.jp/
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科目ナンバー (JE)LAN181J 

科目名 日本語4（総合） 

担当者 プレースメントテスト後に確定 

単位数 3単位 

授業数 週3回 
１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】 

 この授業は、初級レベルの学習が終わった学習者が勉強するクラスです。初級で学んだ文法や語彙・漢字を正しく使えること、そして、日本語

の「読む・書く・話す・聞く」力をバランスよく高め、自信を持って日本語でコミュニケーションできることを目指します。また、教科書は『上

級へのとびら』で、日本文化や社会がテーマになっていますので、授業では日本文化と自分の文化を比較し、違いを述べたり、自分の文化につい

て説明したりします。日本語の知識や文法を学ぶだけではなく、日本文化や同じクラスの留学生の国や文化についても学び、自分の意見や感想を

伝えられるように取り組みましょう。授業は、日本語で行い、3人の教員が担当します。 

【到達目標】 

1. 日本や日本文化について書かれた文章を読んで、理解することができる。

2.自分の国についてまとめて話したり、 日本と比較し、違いや自分の考えをまとめて話すことができる。

3.教科書で学んだ語彙・漢字や文法を、理解し、使うことができる。また、初級レベルの語彙・漢字・文法の間違いを自分で直して、使えるよう

になる。

２.授業内容
【授業の進め方（予定）】 

第 1 回：a.イントロダクション（授業についての説明）／b. 第1課『日本の地理』 

第 2-6 回：第１課『日本の地理』 

第 7-13 回：第2課『日本語のスピーチスタイル』 

第 14 回：復習  

第 15 回：a.復習テスト（第1回）／b. 第3課『日本のテクノロジー』 

第 16-17 回：第3課『日本のテクノロジー』  

第 18 回：フィールドワーク 

第 19-21 回：第3課『日本のテクノロジー』  

第 22-27 回：第4課『日本のスポーツ』 

第 28 回：復習 

第 29 回：a.復習テスト（第2回）／第5課『日本の食べ物』 

第 30-33 回：第5課『日本の食べ物』 

第 34-39 回：第6課『日本人と宗教』 

第 40 回：a.復習テスト（第3回）／b. クラス活動 

第 41-42 回：クラス活動／振り返り 

◆授業のスケジュールは、第1回目のイントロダクションで説明します。

３.履修上の注意
・この科目はプレースメントテストの結果、日本語４レベルにプレースされた人が履修（りしゅう）できます。

・週3回の授業すべてに出席しなければなりません。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
◆授業がよくわかるように、予習（よしゅう）と復習（ふくしゅう）をしてください。

◆予習（よしゅう）と復習（ふくしゅう）は30分～1時間くらい必要（ひつよう）です。

・予習：進行表（しんこうひょう）を見て,学習内容のページの単語の意味や読み方を調べる。

教科書の文法の説明と例文を読む、小テストの準備（じゅんび）をする。 

・復習：宿題をする。その回に勉強した文法や語彙（ごい）をもう一度勉強する。

◆『上級へのとびら』のWEBサイトには、オンラインで勉強できる無料（むりょう）コンテンツがあります。コンテンツを使って、自分で勉強し

ましょう。

上級へのとびらサイト： http://tobiraweb.9640.jp/ 

５.教科書
◆『コンテンツとマルチメディアで学ぶ日本語 上級へのとびら』, 岡まゆみ 他著，(くろしお出版）

978-4-87424-447-0 C0081，3,630円（税込み）

６.参考書
・授業の時、紹介（しょうかい）します。

・教科書といっしょに勉強できるワークブックもあります。

○『上級へのとびら きたえよう漢字力 上級へつなげる基礎漢字800』,岡まゆみ監修，くろしお出版

978-4-87424-487-6 C0081，2,420円（税込）

○『上級へのとびら これで身につく文法力』,筒井通雄監修，くろしお出版

978-4-87424-570-5 C0081，2,420円（税込）

http://tobiraweb.9640.jp/
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７.課題に対するフィードバックの方法
・クイズ、宿題、テスト等のフィードバックは、実施方法によって、Oh-o!meijiを使ったり、授業中にフィードバックをしたりします。

８.成績評価の方法
◆評価対象と割合（Grading and Evaluation)

・復習テスト＜3回＞60％

・平常点＜小テスト，課題（かだい）の提出，授業への取り組み＞ 40％

※この授業の評価を得るためには、2/3以上の出席が必要（ひつよう）です。

９.その他
◆授業では、生活のためのコミュニケ―ション能力だけでなく、大学で勉強するための読解能力や語彙・表現能力なども勉強します。

◆日本語能力試験（JLPT）にもチャレンジしましょう。

◆授業のスケジュールや内容（ないよう）は、学生の人数や興味関心（きょうみかんしん）などで変わることがあります。

◆この授業では、フィールドワークやその準備があります。より深く日本文化や日本語を理解（りかい）する機会（きかい）として、積極的（せ

っきょくてき）に取り組んでください。
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科目ナンバー (JE)LAN181J 

科目名 日本語4-1（読解） 

担当者 プレースメントテスト後に確定 

単位数 1単位 

授業数 週1回 
１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】 

中級レベルの受講生を対象とした読解を中心に進めていく授業です。教科書『読解厳選テーマ25＋10[初中級]』には様々なタイプの読み物が入っ

ています。外国人の日本での生活経験と感想・意見、行事（コミックマーケット、バレンタインデーなど）、習慣（握り寿司のしょうゆのつけ方

など）などをはじめ、日本でよく知られている人物の紹介、昔話などがあります。さらに、４コマ漫画やクロスワードパズルなどもあります。そ

れぞれの読み物には「話そう、考えよう」という課題もあります。読み物を読み、理解し、感想、考えをクラスで交換します。読み物のトピック

について、読み物に出てきた言葉、表現を使って、自国ではどのようになっているのか、紹介します。このような活動を通して、新しい言葉や表

現を覚え、適切に使えるようになりましょう。読み物ごとに読み物に出てきた言葉や表現の小テストがあります。 

【到達目標】 

読み物から日本の社会、文化、歴史を知りましょう。そして、読むことを楽しみましょう。 

短い文章（400〜600字）を数多く読み、知らない単語が出てきても、文脈から推測できるようになりましょう。 

読み物に関しての感想、意見はもちろん、日常生活での体験、関心のあることについて、考えたこと、感想などを伝えることができる日本語力を

つけましょう。また、他の人に、意見や感想を聞いたり、質問したりできるようになりましょう。 

２.授業内容
第 1 回：イントロダクション 読み物（1） 

第2 回：読み物（1）   

第 3 回：読み物（2） 小テスト 

第4 回：読み物（2）   

第5 回：読み物（3） 小テスト  

第6 回：読み物（3）  

第7 回：読み物（4） 小テスト  

第 8 回：読み物 (4） 

第 9 回：読み物（5） 小テスト  

第10 回：読み物（5） 

第11 回：読み物（6） 小テスト  

第12 回：読み物（6）  

第13 回：読み物（7） 小テスト  

第14 回：読み物（7） 振り返り  

３.履修上の注意
この科目はプレースメントテストの結果、日本語４レベルにプレースされた人が履修できます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習として、読み物の背景知識を得るため、読み物に関連した課題、例えば情報収集などがあります。。 

宿題として、読んだ後で、読み物に関する内容理解の質問に答える、意見・感想を文章で書く、という課題があります。 

復習として、読み物(よみもの)に出てきた言葉、表現の復習小テストがあります。 

５.教科書
『読解厳選テーマ別25＋10[初中級]』 清水正幸、下郡麻子、沖中晃子著（凡人社）2200円＋税 

６.参考書
授業時に必要に応じて紹介します。

７.課題に対するフィードバックの方法
授業時にフィードバックを行います。 

小テストは、実施した後、すぐに答え合わせをします。 

書く課題は、個別に添削をして、コメントをつけて返却します。 

話す課題は、授業内にコメントをします。 

８.成績評価の方法
課題の達成度 40％ 

小テスト 40％ 

平常点：授業への参加度、貢献度 20% 

※この授業の評価を得るためには、2/3以上の出席が必要です。

９.その他
・授業のスケジュールおよび内容は、履修学生の人数、理解、興味関心などにより変わることがあります。

・この授業では、「日本語（総合）」の授業とあわせて、フィールドワークや準備があります。より深く日本文化や日本語を理解する機会として

、積極的に取り組んでください。
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科目ナンバー (JE)LAN181J 

科目名 日本語4-2（読解・漢字） 

担当者 プレースメントテスト後に確定 

単位数 1単位 

授業数 週1回 
１.授業の概要・到達目標
【概要】 

初中級の学生を対象として、漢字の読み書きを練習します。中級レベルの漢字学習に加え、既習である初級レベルの漢字も復習し、確実に身につ

けることを目指します。大学での勉強に必要な日本語読解力や作文力を伸ばすためには漢字の運用能力は欠かせません。「読む」「書く」ことを

中心に学びますが、漢字の語彙を増やすことにより、他の技能「話す」「聞く」ための能力も伸ばし、総合的に日本語運用力の向上を目指します

。 

【到達目標】 

１．比較的短い説明文や簡単な資料を読む際に必要な漢字が読める。 

２．事実や自分の考えを比較的短い文章で書く際に必要な漢字が書ける。 

３．事実や自分の考えを述べるのに必要な語彙を身につける。 

２.授業内容
第 1 回：イントロダクション，漢字既習度についてのチェック 

第 2 回：テキスト23課の練習 

第 3 回：テキスト24課の練習 

第 4 回：テキスト23課と24課の小テスト，テキスト25課の練習 

第 5 回：テキスト26課の練習 

第 6 回：テキスト25課と26課の小テスト，テキスト27課の練習 

第 7 回：ａ: テキスト23～27課のまとめ，ｂ:中間試験  

第 8 回：中間試験の正答解説，テキスト28課の練習  

第 9 回：テキスト29課の練習 

第 10 回：テキスト28課と29課の小テスト，テキスト30課の練習  

第 11 回：テキスト31課の練習 

第 12 回：テキスト30課と31課の小テスト，テキスト32課の練習  

第 13 回：テキスト32課の小テスト，テキスト33課の練習 

第 14 回：a: 期末試験，b: 期末試験の正答解説と講義全体のふりかえり 

３.履修上の注意
・この科目はプレースメントテストの結果、日本語４レベルにプレースされた人が履修できます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各課の「この課で覚えることば」にある漢字は、授業で練習する前に必ず意味と書き順を調べてください。また、授業では、読み物を読み、作文

も書きます。作文が書き終わらない場合には、 宿題になることもあります。宿題は必ずしてください。 

５.教科書
『BASIC KANJI WORKBOOK 使って、身につく 漢字×語彙２』，（凡人社），清水百合他著 ISBN ： 978-4-89358-756-5 

６.参考書
『［新版］ BASIC KANJI BOOK ー基本漢字 500ー Vol.2』，（凡人社），加納千恵子他著 ISBN ： 978-4-89358-883-8

７.課題に対するフィードバックの方法
・第8回の授業中に中間試験の正答解説、第14回のbモジュールで期末試験の正答解説を行います。

・作文の解説は、翌週の授業で行います。

８.成績評価の方法
小テストと課題（30%），中間試験（20%），期末試験（20％），平常点（クラス活動への積極的参加）（30%） 

※この授業の評価を得るためには、2/3以上の出席が必要です。

９.その他
・授業のスケジュールおよび内容は、履修学生の人数、理解、興味関心などにより変わることがあります。

・この授業では、「日本語（総合）」の授業とあわせて、フィールドワークや準備があります。より深く日本文化や日本語を理解する機会として

、積極的に取り組んでください。
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科目ナンバー (JE)LAN181J 

科目名 日本語4（口頭表現） 

担当者 プレースメントテスト後に確定 

単位数 1単位 

授業数 週1回 
１.授業の概要・到達目標
【概要】 

この授業は中級前半レベルの学生を対象とし、中級レベルの口頭表現力を伸ばします。 

特に大学での勉学に必要なプレゼンテーションやディスカッションの基本技能の習得を目標とします。 

【到達目標】 

１．日常的な話題について、状況や場面に応じた会話ができる。 

２．相手の言うことを正確に聞き取り、簡単に説明したり、意見を述べたりできる。 

３．自身の興味、関心のあるトピックについて準備をして、簡単なスピーチを行い、質問をしたり答えたりできる。 

２.授業内容
第 1 回：イントロダクション・レベルチェックなど 

第 2 回：いろいろな質問 

第 3 回：話しことばと書きことば 

第 4 回：依頼表現 

第 5 回：許可求め 

第 6 回：敬語を使ってみよう① 

第 7 回：敬語を使ってみよう② 

第 8 回：縮約形 

第 9 回：カジュアル会話① 

第 10 回：カジュアル会話② 

第 11 回：スピーチ 説明と準備 

第 12 回：スピーチ① 

第 13 回：スピーチ② 

第 14 回：まとめ・コースの振り返り 

３.履修上の注意
・この科目はプレースメントテストの結果、日本語４レベルにプレースされた人が履修できます。

・ペアワークやグループワークをたくさん行い、日本人と交流しながら学ぶ「ゲストセッション」も取り入れます。

・クラスメートとよく協力して授業に参加してください。特別な理由がない限り、休まないでください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・日ごろから日本語で考え、話すように心がけてください。

・予習の内容は、回によって異なるので授業の中で具体的に指示します。

・復習として、授業で学んだ語彙・表現・発音などの確認をすることを求めます。

５.教科書
・教科書はありません。プリント教材を配布するので、配布物を保存するファイルを用意してください。

６.参考書
・授業時に必要に応じて紹介します。

７.課題に対するフィードバックの方法
・宿題などの課題はOh-o！Meijiと教室でのフィードバックの両方を行いますので、各課題のフィードバック方法は、課題提出時に説明します。

８.成績評価の方法
・平常点（授業への取り組み・宿題）…60％ 課題（発表・プレゼンテーションなど）…40％により総合的に評価します。

試験は実施しません。

・この授業の評価を得るためには、2/3以上の出席が必要です。

９.その他
・授業のスケジュールおよび内容は、履修学生の人数、理解、興味関心などにより変わることがあります。

・この授業では「日本語（総合）」の授業とあわせて、フィールドワークや準備があります。より深く日本文化や日本語を理解する機会として、

積極的に取り組んでください。
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科目ナンバー (JE)LAN181J 

科目名 日本語4（文章表現） 

担当者 プレースメントテスト後に確定 

単位数 1単位 

授業数 週1回 
１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】 

・初級文型の学習を終えたレベルの学生が対象です。

・自分自身のことや自分に関係のある話題（自分の国、習慣、文化、興味のあることなど）について、初級で学んだ「言葉」や「表現・文法」

を使って文章を書きます。

まず、話しことばと書きことばの違いを学びます。それから、わかりやすい構成の説明文や、意見文を書きます。

【到達目標】

1. 日本語で、自分自身のことや、自分に関係のある話題について400～600字の作文が書ける。

2. 初級で学んだ「言葉」や「表現・文法」を使って、文章の構成や文体が整った作文が書ける。

3. 自分の意見や感想を理由とともに述べたり、また、事実や情報をまとめて述べた作文を書くことができる。

２.授業内容
第 1回： イントロダクション、短い作文を書く 

第 2回： メールの書き方 

第 3回：テーマ①文体と書きことば 練習  

第 4回： テーマ①文体と書きことば アイディア整理／作文のルール1 

第 5回： テーマ①文体と書きことば フィードバック／書き直し 

第 6回： テーマ②説明文 アイディア整理／作文のルール2 

第 7回： テーマ②説明文 フィードバック／書き直し 

第 8回： テーマ③順番に説明する アイディア整理／作文のルール3 

第 9回： テーマ③順番に説明する フィードバック／書き直し 

第10回： テーマ④比較して書く アイディア整理／作文のルール4 

第11回：テーマ④比較して書く フィードバック／書き直し 

第12回：テーマ⑤論理的に書く アイディア整理／作文のルール5 

第13回：テーマ⑤論理的に書く フィードバック／書き直し 

第14回：作文の発表、まとめ 

３.履修上の注意
・作文を書く宿題があります。作文の提出日を守ってください。

・この科目はプレースメントテストの結果、日本語４レベルにプレースされた人が履修できます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・作文を書いた後は、フィードバックをしっかり見て書き直してください。

・フィードバックや、自分が書いた作文のデータはしっかり管理してください

５.教科書
・プリントをくばります。

６.参考書
・『おしゃべりしながら 書くことを楽しむ中級作文』，（凡人社），杉浦千里・ 木戸光子 ISBN987-4-89358-978-1 

・『中級日本語学習者対象 小論文への12のステップ』，（スリーエーネットワーク），友松悦子 ISBN978-4883194889

・『大学・大学院留学生の日本語②作文編』 ，（アルク），アカデミック・ジャパニーズ研究会  ISBN978-4757426320

７.課題に対するフィードバックの方法
・授業内での説明およびoh-h!meiji を使ってフィードバックを行います。

・各課題のフィードバック方法は課題提示時に説明します。

８.成績評価の方法
・平常点（授業への取り組み） 20％

・提出物、作文 80％

※この授業の評価を得るためには、2/3以上の出席が必要です。

９.その他
・授業のスケジュールおよび内容は、履修学生の人数、理解、興味関心などにより変わることがあります。

・この授業では、「日本語（総合）」の授業とあわせて、フィールドワークや準備があります。より深く日本文化や日本語を理解する機会として

、積極的に取り組んでください。
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日本語５ 
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科目ナンバー (JE)LAN181J 

科目名 日本語5（総合） 

担当者 プレースメントテスト後に確定 

単位数 3単位 

授業数 週3回 
１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】 

 この授業は、中級レベルの日本語を学ぶ学生がを対象にしています。これまで学んできた文法や語彙を適切に使い、さらにより高度な日本語を

理解し、使い、自ら学びつづけられような力を養います。日本社会や文化、世界的な問題をテーマとした教科書（『上級へのとびら』の後半部分

）を使って、日本語の運用能力、および、より一般的・専門的な語彙や中級レベルの文法の運用力を総合的に高めます。授業ではテーマに沿った

ディスカッションや発表なども行います。積極的に自分の意見を述べ、これまで学んだ日本語を自信をもって活用できるように取り組んでくださ

い。また、日本語学習に取り組むだけではなく、日本文化・社会、そして同じクラスの留学生の国や文化・社会に興味を持ち、多様な文化や社会

に関する知識も深めください。授業は日本語で行い、3人の教員が担当します。 

【到達目標】 

1. 日本文化や日本社会・国際社会について書かれた長い文章を読んで、理解することができる。

2. 読んだ内容について自分の国や文化と比較しながら、自分の考えを話すことができる。

3. Ｎ３～２レベルの語彙や文法を学び、理解し、適切に使うことができる。また、自分の語彙や文法の間違いを自分で直せる。

２.授業内容
【授業の進め方（予定）】 

第 1 回：a.イントロダクション（授業についての説明）／b.第8課『日本の伝統芸能』 

第 2-6 回：第8課『日本の伝統芸能』 

第 7-11 回：第9課『 日本の教育』 

第 12 回：復習 

第 13 回：a.復習テスト（第1回）／b. クラス活動 

第 14-17 回：第10課『日本の便利な店』  

第 18 回：フィールドワーク 

第 19-20 回：第10課『日本の便利な店』  

第 21-26 回：第11課『日本の歴史』 

第 27 回：a.復習テスト（第2回）／b. クラス活動 

第 28-33 回：第13課『日本人と自然』  

第 34-40 回：第15課『世界と私の国の未来』   

第 41 回：a.復習テスト（第3回）／b. 総復習  

第 42 回：ふりかえり／クラス活動 

◆授業の詳しいスケジュールは、第1回目のイントロダクションで説明します。

３.履修上の注意
・この科目はプレースメントテストの結果、日本語5レベルにプレースされた人が履修できます。

・週3回の授業すべてに出席しなければなりません。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
◆効果的に学習を進めるために,予習復習を十分に行ってください。

◆予習：毎回30分～1時間 進行表を見て,学習内容のページの単語の意味や読み方を調べる。

重要表現,文法・語彙練習の説明と例文を読む。小テストの準備をする。 

◆復習：毎回30分～1時間 その回に指示された宿題や文法プリントの記入。学習項目の整理。

◆教科書付属のWEBサイト上の教材を活用し、自律的に学習を進めてください。

上級へのとびらサイト：http://tobiraweb.9640.jp/

５.教科書
◆『コンテンツとマルチメディアで学ぶ日本語 上級へのとびら』, 岡まゆみ 他著，（くろしお出版）

978-4-87424-447-0 C0081，3,630円（税込み）

６.参考書
必要があれば,授業の時に紹介します。 

教科書には副教材もあります。こちらも参考にしてください。 

○『上級へのとびら きたえよう漢字力 上級へつなげる基礎漢字800』,岡まゆみ監修，（くろしお出版）

978-4-87424-487-6 C0081，2,420円（税込）

○『上級へのとびら これで身につく文法力』,筒井通雄監修，（くろしお出版） 978-4-87424-570-5 C0081，2,420円（税込）

７.課題に対するフィードバックの方法
クイズ、宿題、テスト等のフィードバックは、実施方法によって、Oh-o!meiji上もしくは、授業中のフィードバックを行います。

８.成績評価の方法
◆評価対象と割合

・復習テスト（3回）60％

・平常点（小テスト，課題の提出，授業への取り組み） 40％

※この授業の評価を得るためには、2/3以上の出席が必要です。

http://tobiraweb.9640.jp/
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９.その他
◆授業では,日常的なコミュニケ―ション能力だけでなく,大学での勉学に必要な読解能力や語彙・表現能力などを重視します。

◆より高いレベルの日本語能力試験の受験・合格も目指しましょう。

◆授業のスケジュールおよび内容は、学生の人数、理解、興味関心などにより変わることがあります。

◆この授業では、フィールドワークや準備があります。より深く日本文化や日本語を理解する機会として、積極的に取り組んでください。
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科目ナンバー (JE)LAN181J 

科目名 日本語5（読解） 

担当者 プレースメントテスト後に確定 

単位数 1単位 

授業数 週1回 
１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】 

本クラスは、中級前半の学生を対象にし、日本語学習の中でも特に「読んで理解する（＝読解）」にフォーカスします。読解力をあげるためには

、漢字・語彙・文法表現などの学習だけでなく、文章に表れている書き手の意図やメッセージを読み取り、理解する力も必要です。クラスではい

ろいろなタイプの日本語の文章を読みながら漢字・語彙・文法表現などを学習し、さらに文中の含意を読み取り、確認し合います。 

【到達目標】 

生活の場面で必要な日本語の「読み」からアカデミックな文章の「読解」までと、読み物のレベルをアップしていき、中級後半、そして上級へと

つながる読解力の向上を目指します。 

Can-do： 大まかなアウトラインを読み取ったり、筆者の主張を読み取ることができる。 

２.授業内容
第 1 回：  イントロダクション 

第 2 回：  最新の記事を読む（1）・コメントする － やさしい日本語ニュース → オリジナル記事を読んでいく 

第 3 回：  最新の記事を読む（2）・コメントする － 最新記事の見出しから関心のある記事を選び、さらに読んでいく 

第 4 回：  いろいろな読み物 ー 読解教材（中級）からトピックを選定し、読み取っていく 

第 5 回：  最新の記事を読む（3）・コメントする － やさしい日本語ニュース → オリジナル記事を読んでいく 

第 6 回：  最新の記事を読む（4）・コメントする － 最新記事の見出しから関心のある記事を選び、さらに読んでいく 

第 7 回：  いろいろな読み物 ー 読解教材（中級）からトピックを選定し、読み取っていく 

第 8 回：  日本の小説を読む・コメントする 

第 9 回：  日本の小説を読む・コメントする 

第 10 回： 最新の記事を読む（5）・コメントする － やさしい日本語ニュース → オリジナル記事を読んでいく 

第 11 回： 最新の記事を読む（6）・コメントする － 最新記事の見出しから関心のある記事を選び、さらに読んでいく 

第 12 回： 学生が選ぶ読み物 

第 13 回： 学生が選ぶ読み物 

第 14 回： 期末試験／全体のまとめ 

３.履修上の注意
「講義を受ける」だけの受け身の授業ではありません。疑問や質問などがある場合は積極的に発言してください。また、先生やクラスメンバーと

は違う意見を持っている時、自分の考えをはっきり表わすこともこのクラスでは大切です。 

クラスでは自由に辞書が使えます。辞書を持ってきてください

・この科目はプレースメントテストの結果、日本語５レベルにプレースされた人が履修できます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習・復習は授業内に指示を出します。 

各読み物の読解が終わった後は、本文要約及び内容への感想・意見を作成する課題が出ます。約30分～1時間かかります。 

５.教科書
ハンドアウトを配布します。

６.参考書
開講時に案内します。

７.課題に対するフィードバックの方法
各課題のフィードバックは、実施後、授業内で行います。 

８.成績評価の方法
読み物ごとの小テスト及び課題（５０％）、期末試験（３０％）、授業への参加度および平常点（２０％）により評価します。 

※この授業の評価を得るためには、2/3以上の出席が必要です。

９.その他
・授業のスケジュールおよび内容は、履修学生の人数、理解、興味関心などにより変わることがあります。

・この授業では、「日本語（総合）」の授業とあわせて、フィールドワークや準備があります。より深く日本文化や日本語を理解する機会として

、積極的に取り組んでください。
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科目ナンバー (JE)LAN181J 

科目名 日本語5（口頭表現） 

担当者 プレースメントテスト後に確定 

単位数 1単位 

授業数 週1回 
１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】 

中級前半レベルの学生を対象として、口頭表現力の向上を目指します。身近な話題、自分の専門分野や興味のある話題について、スピーチをしま

す。また、日本人学生に参加してもらい、インタビューやディスカッションなど、実践的な会話の練習をします。 

【到達目標】 

１．一般的な話題や自分の専門分野等について、準備をして、事実や意見とその理由等を、まとまりのある談話で 

  話すことができる 

２．発話をモニタリング、修正しながら日常的な会話ができる。 

２.授業内容
第 1回：イントロダクション、 

 ユニット１「自己紹介」内容と表現を考える 

第 2回：ユニット１「自己紹介」実践と振り返り 

第 3回：ユニット2「インタビュー」内容を決めて練習する 

第  4回：ユニット2「インタビュー」実践と振り返り 

第  5回：ユニット3「スピーチ１（意見を言う）」テーマと表現を考える 

第  6回：ユニット3「スピーチ１（意見を言う）」原稿を作り、練習する 

第  7回：ユニット3「スピーチ１（意見を言う）」原稿を作り、練習する 

第  8回：ユニット3「スピーチ１（意見を言う）.」実践と振り返り 

第  9回：ユニット4「スピーチ２（調べたことを紹介する）」テーマと表現を考える 

第10回：ユニット4「スピーチ２（調べたことを紹介する）」原稿を作り、練習する 

第11回：ユニット4「スピーチ２（調べたことを紹介する）」実践と振り返り 

第12回：ユニット5「ディスカッション」テーマと表現を考える 

第13回：ユニット5「ディスカッション」実践 

第14回：ユニット5「ディスカッション」実践と振り返り 

３.履修上の注意
・自分の発話をスマートフォンなどで録画して、振り返る課題を課します。

・日本人学生の参加を複数回予定しています。初対面の人と話すことが多くなるかもしれませんが、積極的に参加してください。

・この科目はプレースメントテストの結果、日本語５レベルにプレースされた人が履修できます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
次回の準備のための課題と、発話を振り返る課題を出します。 

・準備：インタビューやスピーチなどの原稿を作成したり、読む練習をしたりする。

・振り返り：実践時の動画を見て、振り返りシートを書く。

５.教科書
『中級  日本語で挑戦！ スピーチ＆ディスカッション』, 黒崎典子（くろさきのりこ） 編著, （凡人社)  ISBN 978-4-89358-843-2 

６.参考書
必要に応じて、資料を配布します。 

７.課題に対するフィードバックの方法
原則、授業時間中にフィードバックします。ただし、宿題などの課題は、Oh-o!Meijiと教室でのフィードバックの両方を行います。各課題のフィ

ードバック方法は、課題提出時に説明します。 

８.成績評価の方法
・インタビュー、スピーチ、ディスカッションの実践：60％

・平常点（課題の提出，授業への取り組み）：40％

※この授業の評価を得るためには、2/3以上の出席が必要です。

９.その他
・授業中は日本語で話してください。

・授業のスケジュールおよび内容は、履修学生の人数、理解、興味関心などにより変わることがあります。

・この授業では、「日本語（総合）」の授業とあわせて、フィールドワークや準備があります。より深く日本文化や日本語を理解する機会として

、積極的に取り組んでください。
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科目ナンバー (JE)LAN181J 

科目名 日本語5（文章表現） 

担当者 プレースメントテスト後に確定 

単位数 1単位 

授業数 週1回 
１.授業の概要・到達目標
【概要】 

中級レベルの学生が、大学で学ぶために必要な書く能力を身に付けます。授業では書く前にテーマについて話し合う時間を設け、意見をまとめ、

構成を考えます。翌週に授業時間内で発表し、その内容について質問や感想を受けます。 

【到達目標】 

日本語でまとまった量（600～800字程度）の作文が書けるように練習します。意見文などの論理的な文章について、わかりやすい構成を考え、読

む人が理解しやすい文章を書くのを目標にします。各テーマに合った文章の表現についても学びます。

２.授業内容
第 1 回：イントロダクション 自己紹介文を書こう 発表 

第 2 回：体験文1 「子どものころの私」  

第 3 回：体験文1 口頭発表 フィードバック 課題 

第 4 回：体験文2 「日本に来て大変だったこと」 

第 5 回：体験文2 口頭発表 フィードバック 課題 

第 6 回：情報文1 「日本のおすすめの場所」（または「明治大学から歩いて10分以内にあるおすすめの場所」） 

第 7 回：情報文1 口頭発表（プレゼンテーション） フィードバック 課題 

第 8 回：情報文2 「おすすめの映画」 

第 9 回：情報文2 口頭発表 フィードバック 課題 

第 10 回：状況をもとにした意見文 「私の外国語学習方法」 

第 11 回：状況をもとにした意見文 口頭発表 フィードバック 課題 

第 12 回：テーマに沿った意見文 「世界の問題とその解決策」 

第 13 回：テーマに沿った意見文 リライト 

第 14 回：テーマに沿った意見文 口頭発表 フィードバック まとめ等 

３.履修上の注意
・この科目はプレースメントテストの結果、日本語５レベルにプレースされた人が履修できます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回のテーマに沿った文章を書いてください。直された作文は必ず見て、確認してください。発表した後は課題をしてください。 

５.教科書
プリント教材を配布します。 

６.参考書
必要に応じて資料を配布します。

７.課題に対するフィードバックの方法
作文の課題を提出してください。間違えたところをハイライトします。文法、表記の間違いを直して再提出してください。 

８.成績評価の方法
作文提出（70％）、平常点（普段の授業での活動、宿題）（30％）により評価します。 

※この授業の評価を得るためには、2/3以上の出席が必要です。

９.その他
・授業のスケジュールおよび内容は、履修学生の人数、理解、興味関心などにより変わることがあります。

・この授業では、「日本語（総合）」の授業とあわせて、フィールドワークや準備があります。より深く日本文化や日本語を理解する機会として

、積極的に取り組んでください。
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科目ナンバー (JE)LAN181J 

科目名 日本語6（総合） 

担当者 プレースメントテスト後に確定 

単位数 3単位 

授業数 週3回 
１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】 

この授業は、中級後半レベルの日本語を学ぶ学生を対象にしています。これまで学んできた文法や語彙を談話レベルで適切に使い、さらにより抽

象度の高い語彙や表現を理解し、使い、日本語で新しい概念を理解し思考していくことを目指します。手の加えられていない生のエッセイや論説

文、記事などを取り上げた『新・中級から上級への日本語』を使います。一般的・社会的な話題、自分の専門分野について、構成の整った、まと

まりのある話や意見を自信を持って述べられるように取り組んでください。また、日本語学習にとどまらず、日本文化・社会、そして同じクラス

の留学生の国や文化・社会を理解し、異なる意見を調整し、共に生きていくための力も養ってください。授業は日本語で行い、3人の教員が担当し

ます。 

【到達目標】 

1. 自然な日本語で書かれた文章の内容や筆者の意見等を教師のサポートを受けて細部まで詳細に読み取ることができる。

2. 読んだ文章に対する自分の意見や考えを、まとまりのある、整った構成の談話で適切な文法や語彙を使って述べられる。

3.テーマに関わる文型・表現・語彙を学び、理解し、使うことができる。また、自分の語彙や文法の間違いを自分で直したり、適切に言い換えた

りすることができる。

２.授業内容
【授業の進め方（予定）】 

第 1 回：イントロダクション（授業についての説明） 

第 2-6 回：ユニット１「自己紹介と本当の自分」 

第 7-12 回：ユニット4「ことばと文化」 

第 13 回：復習 

第 14 回：復習テスト（第1回）／クラス活動 

第 15-20 回： ユニット６「働くということ」 

第 21-26 回： ユニット７「日本語の多様性」 

第 27 回：復習 

第 28 回： 復習テスト（第2回）／クラス活動 

第 29-34 回：ユニット９「食の共同性」 

第 35-40 回：ユニット10「笑いのちから」 

第 41 回：復習  

第 42 回：復習テスト（第3回）／クラス活動 

◆授業の詳しいスケジュールは、第1回目のイントロダクションで説明します。

３.履修上の注意
・この科目はプレースメントテストの結果、日本語6レベルにプレースされた人が履修できます。

・週3回の授業すべてに出席しなければなりません。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
◆効果的に学習を進めるために、予習復習を十分に行ってください。

◆予習：毎回30分～1時間 進行表を見て,学習内容のページの単語の意味や読み方を調べる。

重要表現、文法・語彙練習の説明と例文を読む。小テストの準備をする。 

◆復習：毎回30分～1時間 その回に指示された宿題や文法プリントの記入。学習項目の整理。

◆教科書付属のWEB教材を活用し、自律的に学習を進めてください。

５.教科書
◆『生きた素材で学ぶ 新・中級から上級への日本語』鎌田修他著，（The Japan Times） 978-4-7890-1462-5 3,520円（税込）

◆『新・中級から上級への日本語 ワークブック』鎌田修監修，（The Japan Times） 978-4-7890-1540-0 1,980円（税込）

６.参考書
必要があれば、授業の時に紹介します。

７.課題に対するフィードバックの方法
クイズ、宿題、テスト等のフィードバックは、実施方法によって、Oh-o!meiji上もしくは、授業中のフィードバックを行います。

８.成績評価の方法
◆評価対象と割合

・復習テスト・取り組み課題（3回）60％

・平常点（小テスト，課題の提出，授業への取り組み） 40％

◆この授業の評価を得るためには、2/3以上の出席が必要です。

９.その他
◆授業では、日常的なコミュニケ―ション能力だけでなく、大学での勉学に必要な読解能力や語彙・表現能力などを重視します。

◆より高いレベルの日本語能力試験の受験・合格も目指しましょう。

◆授業のスケジュールおよび内容は、学生の人数、理解、興味関心などにより変わることがあります。

◆この授業では、フィールドワークや準備があります。より深く日本文化や日本語を理解する機会として、積極的に取り組んでください。



28 

科目ナンバー (JE)LAN181J 

科目名 日本語6（読解） 

担当者 プレースメントテスト後に確定 

単位数 1単位 

授業数 週1回 
１.授業の概要・到達目標
【概要】 

中級後半レベルの日本語を学ぶ学生を対象にしています。これまで学んできた文法や語彙だけでなく、より抽象度の高い語彙や表現を理解し、使

い、日本語で新しい概念を理解し思考していくことを目指します。手の加えられていない生のエッセイや論説文、記事なども読んでいきます。ま

た、日本語学習にとどまらず、日本文化・社会、そして同じクラスの留学生の国や文化・社会を理解し、異なる意見を調整し、共に生きていくた

めの力も養ってください。 

【到達目標】 

・一般的・社会的な話題について、言語のコントロールの少ない文章（エッセイ、論説文、記事、講義資料、学術資料等）を、教師のサポートを

受けて細部まで読み取ることができる。（読解練習）

・スキャニング、スキミングなど、読むための技術を使いながら、読むことができる。（速読練習）

・分析的に読んで、読んだ文章の内容について説明することができる。（読み物の発表）

・読んで理解したことを踏まえて自分の意見を述べ、話し合うことができる。（読んだ内容についてのディスカッション）

２.授業内容
第 1 回：イントロダクション 

第 2 回：速読練習①、読解練習① 

第 3 回：速読練習②、読解練習② 

第 4 回：速読練習③、読解練習③ 

第 5 回：速読練習④、読解練習④ 

第 6 回：中間試験、読み物の発表準備 

第 7 回：速読練習⑤、読解練習⑤ 

第 8 回：読み物の発表① 

第 9 回：読み物の発表② 

第 10 回：読み物の発表③ 

第 11 回：速読練習⑥、読解練習⑥ 

第 12 回：速読練習⑦、読解練習⑦ 

第 13 回：速読練習⑧、読解練習⑧ 

第 14 回：ａ： 期末試験、ｂ：講義全体のふりかえりと試験の正答解説 

◆授業の詳しいスケジュールは、第1回目のイントロダクションで説明します。

３.履修上の注意
この科目はプレースメントテストの結果、日本語6レベルにプレースされた人が履修できます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容
読解練習は、事前に指定されたところを読んで問いに答えたうえで授業に参加してください。わからない語彙や文法は調べておいてください。 

５.教科書
プリントで配布する教材を使用します。自分で配布物を保存するファイルを用意してください。 

６.参考書
『中・上級者のための速読の日本語［第2版］』岡 まゆみ（ジャパンタイムズ出版）

７.課題に対するフィードバックの方法
クイズ、宿題、テスト等のフィードバックは、実施方法によって、Oh-o!meiji上もしくは、授業中にフィードバックを行います。

８.成績評価の方法
テスト60％、平常点（読み物の発表・小テスト・課題・クラス参加度）40％

◆この授業の評価を得るためには、2/3以上の出席が必要です。

９.その他
・授業のスケジュールおよび内容は、学生の人数、理解、興味関心などにより変わることがあります。

・この授業では、フィールドワークや準備があります。より深く日本文化や日本語を理解する機会として、積極的に取り組んでください。
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科目ナンバー (JE)LAN181J 

科目名 日本語6（口頭表現） 

担当者 プレースメントテスト後に確定 

単位数 1単位 

授業数 週1回 
１.授業の概要・到達目標
【授業概要】 

この授業では自分の関心のある身近な話題、また専門分野や社会的な話題をテーマに、ショートプレゼンテーションをします。発表の後はそれぞ

れの発表について学生同士で話し合いをします。 

【到達目標】 

・まとまりのある談話で、要点をおさえた発表をすることができる。

・他者の発表について主体的に意見や考えをもち、それを話すことができる。

・発表ややりとりをすることに自信がもてる。

２.授業内容
【各回の実施内容】 

第１回 ：イントロダクション、テーマ1「スポット」準備 

第２回 ：テーマ１「スポット」発表 

第３回 ：テーマ２「もの」準備 

第４回 ：テーマ２「もの」発表＆話し合い 

第５回 ：テーマ３「アプリ・ソフト」準備 

第６回 ：テーマ３「アプリ・ソフト」発表＆話し合い 

第７回 ：テーマ４「カルチャー」準備 

第８回 ：テーマ４「カルチャー」発表＆話し合い 

第９回 ：テーマ５「専門・学術的関心」準備 

第10回：テーマ５「専門・学術的関心」発表＆話し合い 

第11回：テーマ６「日本社会」準備 

第12回：テーマ６「日本社会」発表＆話し合い 

第13回：テーマ７「留学生活」準備 

第14回：テーマ７「留学生活」発表＆話し合い 

【１回の授業の流れ】 

準備回 

…教師によるモデルを見て、そこからことばや構成など、発表のポイントを学びます。 

その後、それぞれ発表のトピックを考えた上で、発表の準備をします。 

発表＆話し合い回 

…テーマについて一人ずつ発表します。発表を聞いている学生はコメントカードを記入します。 

全員の発表が終わったら、コメントカードを基にグループで話し合いをします。 

３.履修上の注意
・この科目はプレースメントテストの結果、日本語６レベルにプレースされた人が履修できます。

・授業の主役は学生のみなさんです。積極的な参加をお願いします。

・準備回を欠席した時は、LMS「oh-o! Meiji」より該当するテーマのハンドアウトを取得し、次回までに発表の準備をしてください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・授業内に発表の準備が終わらなかったら、次回までの宿題とします。

５.教科書
教科書は使いません。授業でハンドアウトを配ります。 

６.参考書
なし

７.課題に対するフィードバックの方法
発表ごとにLMS「Oh-o! Meiji」上でコメントをします。 



30 

８.成績評価の方法
評価項目と割合は以下の通りです。 

〇発表回数（50%） 

…発表をした回数から算出します。 ※発表の際は必ずスクリプトを提出 

〇発表内容（50%） 

…主に以下Ａ～Ｄの要素から評価し、最終的に全発表の平均から算出します。 

A.内容

B.構成・流れ

C.ことば

D.周辺情報（表情、目線、姿勢など）

※この授業の評価を得るためには、2/3以上の出席が必要です。

９.その他
・期の後半にビジター（日本人大学生）セッションを予定しています。

・授業のスケジュールや内容、発表形式は、履修学生の人数、理解、興味関心などにより変わることがあります。

・この授業では、「日本語（総合）」の授業とあわせて、フィールドワークや準備があります。より深く日本文化や日本語を理解する機会として

、積極的に取り組んでください。
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科目ナンバー (JE)LAN181J 

科目名 日本語6（文章表現） 

担当者 プレースメントテスト後に確定 

単位数 1単位 

授業数 週1回 
１.授業の概要・到達目標
いくつかのトピックについて、クラス、またはグループでのディスカッションで意見を発表し、他の学生の意見も聞いてから400字から600字程度

の作文にまとめます。 

作文を次の授業で返却する時には、改善したほうがいい表現について学生自身で、またはクラスで検討します。 

作文はOh-o!Meijiのクラスウェブに提出してもらいます。 

また、学期前半で扱ったトピックの中から一つを選び、800～1000字の小論文にまとめ、期末課題として提出します。 

資料の引用の方法についても学びます。 

【到達目標】 

1.800～1000字程度の論理的な文章が書けるようになる。 

2.読み手が理解しやすい文章が書けるようになる。

２.授業内容
第１週：ガイダンス・短い作文 

第２週：文体・表記：書き方の基本 

第３週：作文 

第４週：作文 

第５週：作文 

第６週：作文 

第７週：間違いやすい文法項目の学習 

第８週：作文 

第９週：作文 

第１０週：引用の書き方・期末課題のトピックを選ぶ 

第１１週：作文 

第１２週：作文 

第１３週：期末課題提出・全体をチェックする 

第１４週：期末課題返却・まとめ 

３.履修上の注意
・作文の前にはクラス内で意見交換を行うため、積極的な参加を期待します。

・この科目はプレースメントテストの結果、日本語６レベルにプレースされた人が履修できます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
必要に応じて間違った部分の修正などを授業後に行ってもらいます（30分～）。 

５.教科書
教師作成資料を配布します。 

６.参考書
特になし

７.課題に対するフィードバックの方法
作文・期末課題へのコメントをフィードバックとします。コメントは Oh-o!meiji上で行います。 

８.成績評価の方法
作文: 80％ 

期末課題: 20％ 

※この授業の評価を得るためには、2/3以上の出席が必要です。

９.その他
・授業のスケジュールおよび内容は、履修学生の人数、理解、興味関心などにより変わることがあります。

・この授業では、「日本語（総合）」の授業とあわせて、フィールドワークや準備があります。より深く日本文化や日本語を理解する機会として

、積極的に取り組んでください。
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日本語７ 



33 

科目ナンバー (JE)LAN181J 

科目名 日本語7（総合） 

担当者 プレースメントテスト後に確定 

単位数 1単位 

授業数 週1回 
１.授業の概要・到達目標
【概要】 

この授業では、中上級レベルの学生を対象とし、大学での勉学に必要とされる総合的な力（読む、書く、話す、聞く）の向上を図る。そのために

、事実や文学作品までの読み取り（聞き取り）とそれに基づくディスカッションを行う。また実際の口頭能力を使って、情報を集めてまとめる活

動としてインタビュー活動を行う。学生が自分で選んだ本について紹介をする特別なタイプのプレゼンテーションをする。それをまとめて発表す

る機会も設ける。 

【到達目標】 

指定されたトピックについて根拠を提示しつつ論理的に自分の意見を述べることができる。 

インタビューなどを行い、まとめて発表することができる。

小説や新聞記事、ドキュメンタリー動画など一般的・社会的な内容が読み取れるようになる。

２.授業内容
第 1 回：イントロダクション 自己紹介  

第 2 回：新聞記事① 内容確認と単語の意味 ディスカッション 

第 3 回：新聞記事② 内容確認と単語の意味 ディスカッション 

第 4 回：短編小説 内容確認と単語の意味 

第 5 回：短編小説 ディスカッション 

第 6 回：インタビューの表現、質問づくり、あいづち練習、クラスで練習 

第 7 回：インタビューを行う 

第 8 回：クラスでインタビューの内容について発表 フィードバック  

第 9 回：動画① 内容確認 表現の学習 ディスカッション 

第 10 回：動画② 内容確認 表現の学習 ディスカッション 

第 11 回：ビブリオバトル プレゼン準備（スクリプト作成）と練習 

第 12 回：ビブリオバトル 本番 

第 13 回：読み物 内容確認 表現の学習 ディスカッション 

第 14 回：まとめ、振り返り 

３.履修上の注意
・この科目はプレースメントの結果、日本語７または８レベルにプレースされた人が履修できます。

・発表やディスカッションを行うため、積極的な参加を期待します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
教師から授業各回に必要な予習を授業の前週にお知らせします。教材を読んで、わからない言葉の意味を調べ、自分の意見を話せるように準備し

ておいてください。 

５.教科書
プリント教材またはPDFファイルでの配布 動画ファイルを使用します。 

６.参考書
必要に応じて資料を配布します。

７.課題に対するフィードバックの方法
毎回の課題は教師からコメントを付けて返します。必ずそれらを読んで、文法や語彙の間違いを直してください。 

８.成績評価の方法
課題提出（10回）50%、発表（インタビュー結果発表1回、本の紹介1回）20％、ディスカッション20%、平常点（授業参加度等）10%により評価す

る。 

※この授業の評価を得るためには、2/3以上の出席が必要です。

９.その他
授業のスケジュールおよび内容は、履修学生の人数、理解、興味関心などにより変わることがあります。 

授業で扱う教材や資料を通してより深く日本社会・文化や日本語を理解する貴重な機会として積極的に取り組んでほしい。 
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科目ナンバー (JE)LAN181J 

科目名 日本語7（読解） 

担当者 プレースメントテスト後に確定 

単位数 1単位 

授業数 週1回 
１.授業の概要・到達目標
この授業は、中上級レベルの学生を対象として、読解力の向上を目指します。主に読解に必要なスキルに焦点を当て、毎回異なる著者の日本人向

けに書かれたエッセイ、対話文、新聞記事、解説文など、ジャンルは自己啓発、経済、環境、福祉など、大学で出合う多様な文章を読んでいきま

す。また、読解のテーマに沿ったクラスメートとの意見交換、要約練習、関連記事を調べて紹介するなど、読む活動以外も取り入れて総合的な日

本語力を意識していきます。 

【到達目標】 

１．要点・重要部分をすぐに理解することができる。 

２．具体的・抽象的な内容の文章を独力で読むことができる。 

３．大学で必要とされるアカデミックな読解力を身に着け、要約し、社会的・文化的背景についての理解を深めることができる。 

２.授業内容
第 1 回：授業の進め方について、オリエンテーション、自己紹介、アンケートなど。 

第 2 回：エッセイを読む 

第 3 回：コラムを読む、漢字語彙クイズ1 

第 4 回：伝記を読む、漢字語彙クイズ2 

第 5 回：プロフィールを読む、漢字語彙クイズ3 

第 6 回：インタビューを読む、漢字語彙クイズ4 

第 7 回：ドキュメンタリーを読む、漢字語彙クイズ5 

第 8 回：コラム（自己啓発）を読む、漢字語彙クイズ6 

第 9 回：新聞のコラムを読む、漢字語彙クイズ7 

第 10 回：新聞記事を読む、漢字語彙クイズ8 

第 11 回：対話形式の解説文を読む、漢字語彙クイズ9 

第 12 回：解説文を読む、漢字語彙クイ10 

第 13 回：小説（ショートストーリー）を読む、漢字語彙クイズ11 

第 14 回：a. 期末テスト、b.振り返り 

３.履修上の注意
プレイスメント試験の結果、日本語７または日本語８のレベルにプレイスされている学生が履修できます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容
次の授業で課の予習と語彙クイズ（復習）の準備をしてください。わからない言葉や漢字の読み方は事前に調べておきましょう。 

５.教科書
「読む力」（中級）、奥田純子監修、くろしお出版、1,600円+税、ISBN978-4-87424-518-7 

６.参考書
授業で適宜紹介します。

７.課題に対するフィードバックの方法
クイズは採点して返却します（紙）、リアクションペーパーはグーグルドライブで提出してもらうため、フィードバックはオンライン上でします

（Oh Meiji利用）

８.成績評価の方法
課題（30％）、漢字語彙クイズ（30％）、期末テスト（20％）、授業への参加度（20％） 

※この授業の評価を得るためには、2/3以上の出席が必要です。

９.その他
授業のスケジュールおよび内容は、履修学生の人数、理解、興味関心などにより変わることがあります。
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科目ナンバー (JE)LAN181J 

科目名 日本語7（口頭表現） 

担当者 プレースメントテスト後に確定 

単位数 1単位 

授業数 週1回 
１.授業の概要・到達目標
【概要】 

この授業では、中級後半レベルの学生を対象に大学で必要とされる総合的な力の向上を図るが、特に口頭能力の向上を中心に行う。 

テーマは身近なことから社会に視野を広げて取り上げ、資料を読んだり調べたりした結果を発表する。そのために発表のスライドの作成、発表の

構成、日本語で発表する時の表現を学び、さらに質疑応答の練習を行う。またグループであるテーマを取り上げてリサーチし、発表を行う。

【到達目標】 

①発表のスライドの作成、発表の構成、発表の表現を知り、発表時の過程を知る

②自分の意見や考えを根拠を示し、発表できるようになる。

③協働で問題解の過程を経験することで、社会的スキルを学び、様々な学生の多様な思考を知る。

２.授業内容
第 1 回：イントロダクション 

第 2 回: プレゼンテーションの基礎 

第 3 回：1分間スピーチ   テーマ1-1 表現学習  リサーチ  準備 

第 4 回：テーマ1-2 プレゼンテーション ディスカッション 

第 5 回：テーマ 2-1 表現学習  リサーチ 準備 

第 6 回：テーマ 2-2 プレゼンテーション ディスカッション 

第 7 回：1分間スピーチ  テーマ 3-1 協働学習 リサーチ 準備

第 8 回：テーマ 3-2 事前準備  発表 

第 9 回：テーマ4 （1） 表現学習  リサーチ 準備

第 10 回：テーマ4 （2） プレゼンテーション  インタビュー準備 

第 11 回：1分間スピーチ  インタビュー 

第 12 回：テーマ5 （1）協働学習 相談 リサーチ

第 13 回：テーマ5 （2） リサーチ  相談 

第 14 回：テーマ5 （3） 発表  振り返り 

３.履修上の注意
・この科目はプレースメントテストの結果、日本語７及び８レベルにプレースされた人が履修できます。

・授業ではディスカッションや質疑応答など毎回積極的に参加し、クラスメートに協力すること。

・授業はディスカッション、発表を主に行うので、そのための発表スライドの準備、課題は授業前に必ず行っておくこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・テーマに関する資料を読んだり、調査をすること。

・調査発表のスライドや原稿は必ず準備してくること。

５.教科書
・教科書はありません。ハンドアウトを配布しますが、それらは授業、またはOh-o!meijiで配布します。

６.参考書
・『伝わる発音が身につく！日本語話し方トレーニング 中・上級レベル』中川 千恵子他、（アスク）

・『もっと中級 日本語で挑戦！スピーチ＆ディスカッション』黒崎典子他、（凡人社）

その他は、授業時に紹介する。

７.課題に対するフィードバックの方法
授業、またはOh-o!meijiでフィードバックする。 

８.成績評価の方法
提出物 60％、 プレゼンテーション20％、 意見交換や質疑応答での授業への貢献度20% 

毎回の提出物は締め切り重視です。遅れた場合は減点します。 

※この授業の評価を得るためには、2/3以上の出席が必要です。

９.その他
授業のスケジュールおよび内容は、履修学生の人数、理解、興味関心などにより変わることがあります。 
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科目ナンバー (JE)LAN181J 

科目名 日本語7（文章表現） 

担当者 プレースメントテスト後に確定 

単位数 1単位 

授業数 週1回 
１.授業の概要・到達目標
【概要】 

この授業は中級後半レベルの学生を対象とし、大学での勉学に必要とされる作文力の向上を図る。各回の授業では、練習問題を通して日本語の作

文に必要な表現技法を学ぶ。また、トピック作文では構成や形式、文体に注意しながら、ことがらを適切に説明するものや、図表・グラフを読み

取って、意見文を書くものなどがある。さらに、Eメールの書き方といった生活上必要なものについても一部取り扱う。 

【到達目標】 

１．一般的、社会的なテーマについて文章に合った適切なスタイルを選び、1,200字程度のまとまりのある文章を書くことができる。 

２．言語表現を工夫し、段落ごとのまとまりや段落間のつながりを意識して論理的に文章を書くことができる。 

２.授業内容
第 1 回：イントロダクション・レベルチェックなど 

第 2 回：タスクとフィードバック① 

第 3 回：文末・文中のスタイル  

第 4 回：指示表現・接続表現 

第 5 回：タスクとフィードバック② 

第 6 回：主張の表現・文末のバリエーション 

第 7 回：タスクとフィードバック③ 

第 8 回：視点・呼応の表現 

第 9 回：タスクとフィードバック④ 

第 10 回：引用のスタイル・引用の表現 

第 11 回：タスクとフィードバック⑤ 

第 12 回：図表・データの表現 

第 13 回：タスクとフィードバック⑥ 

第 14 回：まとめ・コースの振り返り 

３.履修上の注意
・この科目はプレースメントテストの結果、日本語7、日本語8レベルにプレースされた人が履修できる。

・授業では、作文に関しての意見交換や口頭発表も行うため、受講生には授業内での活動に積極的に取り組む姿勢が望まれる。

・授業内で提示される練習や課題が授業時間内に終わらない場合は宿題となる。提出物は期日までに必ず提出し、教師のアドバイスに従って、書

き直し、清書した原稿を必ず提出すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・予習：前もって配布した資料などを読み、作文練習のための宿題がある場合は必ず準備してくること。

・復習：習った項目をもとに復習のために書く形式の宿題を課すこともある。

５.教科書
・プリントを随時配布するので、配布物を保存するファイルを用意すること。

６.参考書
・授業時に必要に応じて紹介する。

７.課題に対するフィードバックの方法
・宿題などの課題はOh-o!Meijiと教室でのフィードバックの両方を行うため、各課題のフィードバック方法は、課題提出時に説明する。

８.成績評価の方法
・平常点（授業参加度・宿題）…30％ 提出作文…70％により総合的に評価する。試験は実施しない。

・この授業の評価を得るためには、2/3以上の出席が必要である。

９.その他
・授業のスケジュールおよび内容は、履修学生の人数、理解、興味関心などにより変わることがある。
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科目ナンバー (JE)LAN181J 

科目名 日本語7（語彙・文型表現） 

担当者 プレースメントテスト後に確定 

単位数 1単位 

授業数 週1回 
１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】 

中級レベルの学生を対象とし、中級～中上級レベルの文型表現の整理および学習を行う。また，中上級レベルの語彙の拡大をはかる。 

同じ学期に日本語8「語彙・文型表現」の授業と同時に履修も可能。 

日本語７では第1課から、日本語8では同じ教科書の後半部分13課からスタートする。 

【到達目標】 

・日本語能力試験N2からN1を目指す学生のための、文法力、語彙力を強化する。

・日本語の類似した文型表現の使い分けを理解し、適切に使える運用能力を養う。

・語彙に関しては、すでに知っている語彙を自分の言葉で言いかえたり説明できる深い理解を養う。

２.授業内容
第 1 回：  イントロダクション，  どんなときどう使う  １課   語彙1 

第 2 回：  どんなときどう使う  2課   語彙2 

第 3 回：  どんなときどう使う  3課   語彙3 

第 4 回：  どんなときどう使う  4課   語彙4 

第 5 回：  どんなときどう使う  5課   語彙5 

第 6 回：  どんなときどう使う  6課   語彙6 

第 7 回：  語彙・文型表現 復習試験  試験の正答解説 

第 8 回：  どんなときどう使う  7課  語彙７ 

第 9 回：  どんなときどう使う  8課  語彙8 

第 10 回： どんなときどう使う   9 課  語彙9 

第 11 回： どんなときどう使う  10課 Ⅰ  語彙10 

第 12 回： どんなときどう使う  10課 Ⅱ，11課 Ⅰ  語彙11 

第 13 回： どんなときどう使う  11課 Ⅱ  復習 

第 14 回： 語彙・文型表現 復習試験 試験の正答解説 

３.履修上の注意
・この科目はプレイスメントテストの結果、日本語７または日本語８のレベルにプレイスされた人が履修できる。

・授業前の予習、授業後の復習を十分に行うこと。

・授業には積極的に参加し発言すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・予習： テキストを読む。練習問題をやる。

・復習： 学習内容を確認し、自分で使えるよう練習すること。不明な点があれば、次回の授業で教師に質問し、明らかにする。

短文完成練習帳をやる。 

５.教科書
・『どんなときどう使う日本語表現文型500（改訂版）』 （アルク），友松悦子，宮本淳，和栗雅子 ISBN978-4-7574-1890-5

・『どんなときどう使う日本語表現文型500 短文完成練習帳（改訂版）』（アルク），友松悦子，宮本淳，和栗雅子 ISBN978-4-7574-2052-6

・語彙の教材は教師から配布予定

６.参考書
・『どんなときどう使う日本語表現文型辞典（新装版）』（アルク），友松悦子，宮本淳，和栗雅子ISBN978-4-7574-1886-8

７.課題に対するフィードバックの方法
・毎授業、前回の授業内容のミニクイズを実施する。

・学期中に中間テスト、期末テストの2回の復習テストを実施する。

・クイズやテストは授業時間内にフィードバックする。また、宿題などの課題はoh-h!meijiと教室での

両方でフィードバックを行うこともある。各課題のフィードバックの方法は課題提示時に説明する。

８.成績評価の方法
・試験 40%  ミニクイズ30%  平常点（普段の授業での活動，宿題） 30% 

※この授業の評価を得るためには、2/3以上の出席が必要。

９.その他
・授業中は、基本的に日本語で話すこと。

・授業のスケジュールおよび内容は、履修学生の人数、理解、興味関心などにより変わることがある。
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日本語８ 
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科目ナンバー (JE)LAN181J 

科目名 日本語8（読解） 

担当者 プレースメントテスト後に確定 

単位数 1単位 

授業数 週1回 
１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】 

中級後半レベルの受講生を対象とした読解を中心に進めていく授業です。大学での勉学に必要な精密な読解力を養うために、文章を深く正確に読

み解く精読の練習、スキミングやスキャニングなど速読の練習を読み物のジャンルに合わせて行います。教材としては、新聞・雑誌記事や随筆（

ずいひつ）、小説の抜粋（ばっすい）、評論など幅広く読んでいきます。読解（音読も含む）と内容に関するディスカッションを行います。教材

毎に文中で使われた語彙、表現、文型などの理解と定着を図るため、小テストを実施します。その他、読み物に関する背景知識の情報収集、内容

理解ワークシート、レポート（感想／意見）などの課題を課します。 

【到達目標】 

1）読む教材を通して、文法力、表現、語彙の拡充に努め日本語での読解力向上を目指します。文章構造の特徴、論理的展開も意識するようにし

ましょう。

2）読み物に関する背景知識を学び、日本文化、社会、歴史への知識を広げましょう。

3）読んだものについて、作者の意図を理解し、内容をまとめることができ、自分なりの感想、考えを持ち、それを口頭でも、文章でも表現でき

るようになりましょう。

4）クラスメートとの感想、意見交換を通してさらに理解を深めていきましょう。この過程を経て、批判的読みができるようになりましょう。

5）「読む」教材を中心に授業を進めますが、「読む」ことだけに留まらず、「書く」「話す」「聞く」の技能の向上を目指します。

言語能力を評価する国際指標であるCEFRでB1からB2を目指します。 

２.授業内容
第1回： a. イントロダクション b. 読み物1 言葉と表現練習 

第2回： 読み物1  言葉と表現練習 背景知識の確認 

第3回： 読み物1  内容理解  意見交換 

第4回： 小テスト1  読み物2  言葉と表現練習 背景知識の確認 

第5回： 読み物2   内容理解  意見交換 

第6回：小テスト2   読み物3  言葉と表現練習 背景知識の確認 

第7回：読み物3    内容理解  意見交換   

第8回： 小テスト3  読み物4  言葉と表現練習 背景知識の確認 

第9回 ：読み物4    内容理解 意見交換 

第10回：小テスト4  読み物5  言葉と表現練習 背景知識の確認 

第11回：読み物5    内容理解 意見交換 

第12回：小テスト5  読み物6 言葉と表現練習 背景知識の確認 

第13回：読み物6   内容理解 意見交換 

第14回：読み物6   まとめ 

上記のスケジュールは、受講生の人数などで変更することがあります。 

３.履修上の注意
この科目はプレースメントテストの結果、日本語７または日本語８レベルにプレースされた人が履修できます。 

４.準備学習（予習・復習等）の内容
読み物の背景知識を得るため、各自情報収集をすること。 

読み物に関連した課題を出します。 

５.教科書
『日本語学習者のための読解厳選テーマ10 上級』清水正幸著（凡人社） 

テーマに関連した新聞記事、出版物の抜粋などのプリントを配布、読み物に関連する動画教材なども使用します。

６.参考書
必要に応じて授業時に伝えます。 

７.課題に対するフィードバックの方法
課題提出後の授業内で行います。 

1）文章表現に関しては、個別に添削、コメントをします。

2）小テストに関しては、実施後、即答え合わせと質疑応答を行います。

3）口頭表現課題に関しては、授業内にコメントをします。

８.成績評価の方法
授業への取り組み・貢献  20％ 

読み物ごとの小テストと関連課題 40％ 

読み物の内容理解質問課題  40％ 

※この授業の評価を得るためには、2/3以上の出席が必要です。

９.その他
・授業のスケジュールおよび内容は、履修学生の人数、理解、興味関心などにより変わることがあります。
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科目ナンバー (JE)LAN181J 

科目名 日本語8（口頭表現） 

担当者 プレースメントテスト後に確定 

単位数 1単位 

授業数 週1回 
１.授業の概要・到達目標
【概要】 

  この授業では、中上級レベルの学生を対象に大学での勉学に必要とされる口頭能力の向上に焦点を当てた授業を行い、かつ総合的な力の向上を

図る。 

  扱うテーマは文化、社会、経済、SDGｓなどを取り上げ、読んだり、調べたりしたことをディスカッションし、個人、グループで発表する。ま

たパブリックな場面を意識した言語活動ができるように敬語運用の練習は様々な場面を想定し行う。 

【到達目標】 

① 日本社会、自国、国際社会の問題について聞き手を意識し、意見や考えを発表できるようになる。

② 状況にあわせて敬語表現など待遇表現を適切な場面で使用できるようになり、さらに発表場面では質疑応答ができるようになる。

③ 協働で問題解決の過程を経験することで、社会的スキルを学び、多様性に気づくことができる。

２.授業内容
第 1 回： イントロダクション 

第 2 回： テーマ1-1 表現学習 （ リサーチ ） 

第 3 回： テーマ1-2  プレゼンテーション ディスカッション 

第 4 回： テーマ2-1  表現学習    （ リサーチ ）

第 5 回： テーマ2-2  プレゼンテーション ディスカッション 

第 6 回： テーマ3-1  表現学習 （ リサーチ ）

第 7 回：テーマ3-2  プレゼンテーション  ディスカッション 

第 8 回： テーマにもとづくディスカッション インタビュー準備 

第 9 回： 待遇表現に関する表現と活動  インタビュー準備

第 10 回：インタビュー 

第 11 回： テーマ4-1  表現学習 (リサーチ) 

第 12 回：テーマ4-2 プレゼンテーション テーマ5-1 表現学習 リサーチ  相談 

第 13 回： テーマ5-2 リサーチ  相談 

第 14 回：テーマ5-3  発表  まとめ 振り返り 

３.履修上の注意
・この科目はプレースメントテストの結果、日本語８レベルにプレースされた人が履修できます。

・授業ではディスカッションや質疑応答など毎回積極的に参加し、クラスメートに協力すること。

・授業はディスカッション、発表を主に行うので、そのための発表スライドの準備、課題は授業前には必ず行っておくこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・テーマに関する資料を読んだり、調査をすること。

・調査発表のスライドや原稿は必ず準備してくること。

５.教科書
教科書は使用しない。授業開始時に資料を配布する。 

６.参考書
『上級から超級へ 日本語超級話者へのかけはし きちんと伝える技術と表現』荻原 稚佳子他、（スリーエーネットワーク） 

他は、授業時にプリントを配布する。 

７.課題に対するフィードバックの方法
授業、またはOh-o!meijiでフィードバックする 

８.成績評価の方法
提出物 60％  意見交換や質疑応答など授業への参加度  20％  プレゼンテーション20％ 

毎回の提出物は締め切り重視で遅れた場合は減点する。 

※この授業の評価を得るためには、2/3以上の出席が必要です。

９.その他
・授業のスケジュールおよび内容は、履修学生の人数、理解、興味関心などにより変わることがあります。
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科目ナンバー (JE)LAN181J 

科目名 日本語8（文章表現） 

担当者 プレースメントテスト後に確定 

単位数 1単位 

授業数 週1回 
１.授業の概要・到達目標
【概要】 

中上級レベルの学生を対象とし、日本語で論文を書くのに必要な基礎知識を身につけることを目指す。サンプルとなるレポートや論文の文体、文

章校正の特徴、資料の使い方などを学び、ディスカッションを通して、文章を批判的に読む力も養う。さらに、学んだ表現を運用するためにトピ

ックを選んで、レポートを書き、コメントやフィードバックを参考に自身で文章を見直し、校正する能力を身につける。 

【到達目標】 

１．学術的レポートや論文の構成、そこで使用される表現を理解し、実際に運用できる。 

２．客観的な根拠としての引用、図表やデータを使用しながら、説得力のある論理展開で1,500字以上のレポートを書くことができる。 

２.授業内容
第 1 回：イントロダクション・レベルチェックなど 

第 2 回：論文作成の基礎、論文の構成 

第 3 回：論文におけるパラグラフ 

第 4 回：序論１ 序論の役割と構成 

第 5 回：序論２ 背景説明および問題提起のしかた 

第 6 回：本論１ 本論の役割と構成 

第 7 回：本論２ 論拠の提示のしかた 

第 8 回：結論１ 結論の役割と構成 

第 9 回：結論２ 結論のまとめ方、展望提示のしかた 

第 10 回：要旨の書き方 

第 11 回：文、段落を効果的に接続する方法 

第 12 回：効果的な意見の述べ方 

第 13 回：レポートの作成と推敲 

第 14 回：まとめ・コースの振り返り 

３.履修上の注意
・この科目はプレースメントテストの結果、日本語8レベルにプレースされた人が履修できる。

・授業では、実例に触れながらレポートや論文の構成を学び、論文でよく使う表現を確認し、実際に使えるように練習する。序論、本論、結論の

書き方を順に追いながら文章を作成していき、最終的にレポートを完成させる。

・作文活動を中心に取り組むが、文章を読み、書かれたテーマについて意見交換や発表を行った上で作文に取り組むこともある。授業内での活動

に積極的に取り組んでほしい。

・授業内で提示される練習や課題が授業時間内に終わらない場合は宿題となる。提出物は期日までに必ず提出し、教師のアドバイスに従って、書

き直し、清書した原稿を必ず提出すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・レポートの提出を最終課題とするが、序論、本論、結論に関する各回の授業後にもそれぞれの文章を提出してもらうので、それらの課題にも計

画的に取り組むこと。

５.教科書
・プリントを随時配布するので、配布物を保存するファイルを用意すること。

６.参考書
・授業時に必要に応じて紹介する。

７.課題に対するフィードバックの方法
・宿題などの課題はOh-o!Meijiと教室でのフィードバックの両方を行うため、各課題のフィードバック方法は、課題提出時に説明する。

８.成績評価の方法
・平常点（授業参加度・宿題）…30％ 提出作文…70％により総合的に評価する。試験は実施しない。

・この授業の評価を得るためには、2/3以上の出席が必要である。

９.その他
・授業のスケジュールおよび内容は、履修学生の人数、理解、興味関心などにより変わることがある。
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科目ナンバー (JE)LAN181J 

科目名 日本語8（語彙・文型表現） 

担当者 プレースメントテスト後に確定 

単位数 1単位 

授業数 週1回 
１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】 

中級後半レベルの学生を対象とし、文型表現の正しい使い方と応用力、語彙力の強化に努める。より洗練された、上級への日本語を目指して学習

する。 

同じ学期に日本語7「語彙・文型表現」と同時に履修することも可能。 

日本語7では同じテキストの前半部分（1課から12課）を学習、日本語８では第13課からスタートする。 

【到達目標】 

・日本語能力試験N1レベルの文型表現の正しい使い方と応用力、語彙力を養う。

・日本語の慣用表現や歴史的な語彙などに親しむ。

・日本語を学習する楽しさを感じ、今後の日本語学習の意欲に繋げる。

２.授業内容
２.授業内容

第 1 回：  イントロダクション  どんなときどう使う 13課 前半 語彙1 

第 2 回：  どんなときどう使う 13課 後半 語彙2 

第 3 回：  どんなときどう使う 14課 語彙3 

第 4 回：  どんなときどう使う 15課 語彙4 

第 5 回：  どんなときどう使う 16課 語彙5 

第 6 回：  どんなときどう使う 17課 語彙6 

第 7 回： 文型・語彙 復習試験  試験の正答解説 

第 8 回： どんなときどう使う 18課  語彙7 

第 9 回：  どんなときどう使う 19課 前半 語彙8 

第 10 回： どんなときどう使う 19課 後半  語彙9 

第 11 回： どんなときどう使う 20課  語彙10 

第 12 回： どんなときどう使う 21課  語彙11 

第 13 回： どんなときどう使う 22課  復習 

第 14 回： 文型・語彙 復習試験  試験の正答解説 

３.履修上の注意
・この科目はプレイスメントテストの結果、日本語７または日本語８のレベルにプレイスされた人が履修できる。

・授業前の予習、授業後の復習を十分に行うこと。授業には積極的に参加し発言すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・予習：教科書を読む。練習問題をやってくる。

・復習：学習内容を確認し、自分で使えるよう練習すること。不明な点があれば、次回の授業で教師に質問し、明らかにする。

短文完成練習帳をやる。 

５.教科書
・『どんなときどう使う 日本語表現文型500（改訂版）』，（アルク），友松悦子，宮本淳，和栗雅子 ISBN978-4-7574-1890-5

・『どんなときどう使う 日本語表現文型500 短文完成練習帳（改訂版）』，（アルク），友松悦子，宮本淳、和栗雅子 ISBN978-4-7574-2052

-6

・語彙教材は別途配布予定

６.参考書
・『どんなときどう使う 日本語表現文型辞典（新装版）』，（アルク），友松悦子，宮本淳，和栗雅子 ISBN978-4-7574-1886-8

７.課題に対するフィードバックの方法
・毎授業、前回の課のミニクイズを実施する。

・学期中、中間テスト、期末テストの２回の復習テストを実施する。

・クイズやテストは授業時間内にフィードバックする。また、宿題などの課題はoh-h!meijiと教室での

両方でフィードバックを行うこともある。各課題のフィードバックの方法は課題提示時に説明する。

８.成績評価の方法
・試験40％、ミニクイズ30％、平常点（普段の授業での活動、宿題）30％

※この授業の評価を得るためには、2/3以上の出席が必要。

９.その他
・授業中は基本的に日本語で話すこと。

・授業のスケジュールおよび内容は、履修学生の人数、理解、興味関心などにより変わることがある。
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Ⅱ-Ⅱ 日本語（上級） 
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日本語（上級総合） Ａ・Ｂ 

日本語（上級口頭表現） Ａ・Ｂ 

日本語（上級文章表現） Ａ・Ｂ 

半期科目 

各１単位 

◆ これらは、「日本留学試験」のスコアを提出して入学した留学生が受講する

科目です。 

◆ 日本語教育センターでプレースメントテストを受け、受講を許可された留学

生および「日本語８」の各科目を修了した留学生が受講することができます。 

◆ 授業についての詳しい説明は、『日本語・留学生共通日本語「日本語（上級）

シラバス』を見てください。

https://www.meiji.ac.jp/cip/student_support/japanese/jmenu_pf.html
https://www.meiji.ac.jp/cip/student_support/japanese/jmenu_pf.html


 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	Japanese 1 日本語1
	Japanese 2 日本語2
	Japanese 3 日本語3
	Comprehensive Japanese 4 日本語4（総合）
	Japanese 4-1 (Reading) 日本語4-1（読解）
	Japanese 4-2 (Reading, Kanji) 日本語4-2（読解・漢字）
	Japanese 4 (Speaking) 日本語4（口頭表現）
	Japanese 4 (Writing) 日本語4（文章表現）
	Comprehensive Japanese 5 日本語5（総合）
	Japanese 5 (Reading) 日本語5（読解）
	Japanese 5 (Speaking) 日本語5（口頭表現）
	Japanese 5 (Writing) 日本語5（文章表現）
	Comprehensive Japanese 6 日本語6（総合）
	Japanese 6 (Reading) 日本語6（読解）
	Japanese 6 (Speaking) 日本語6（口頭表現）
	Japanese 6 (Writing) 日本語6（文章表現）
	日本語7（総合）
	日本語7（読解）
	日本語7（口頭表現）
	日本語7（文章表現）
	日本語7（語彙・文型表現）
	日本語8（読解）
	日本語8（口頭表現）
	日本語8（文章表現）
	日本語8（語彙・文型表現）
	日本語（上級）について



