
科目番号 3920112

授業名 Japan-Expert 日本語　中上級話す

単位数 2.0

標準履修年次 1

実施学期 秋ABC

曜時限 木１時限、金１時限

担当教員 渡辺裕美

教室 大学会館B413

授業概要

興味関心のある分野や専門分野について理由や説明を簡潔に話したり、討論した
りすることができるようになる。インターンシップ時に必要な会話表現、待遇表現等も
使えるようになる。さまざまな問題について、長所と短所、自分の意見が説明できるよ
うになる。

備考 Japan-Expert（学士）プログラム生が履修できる

授業形態 演習

授業の到達目標
・興味関心のある分野や専門分野について、聞き手を意識した討論や、発表ができ
るようになる。
・場面、相手に合った適切な表現で会話することができるようになる。

授業計画
第1週：オリエンテーション・レベルチェック
第2～15週：会話練習、発表練習
第16週：期末試験

履修条件 Japan-Expert（学士）プログラム生のうち、日本語能力中上級者

成績評価方法 会話テスト30％、発表30％、宿題30％、積極的な参加10％（出席率は70％
以上を要する）

教科書 プリント教材
参考書は必要に応じて紹介する。

受講生に望むこと 積極的に自主的に準備、課題に取り組んでほしい。教室の外でも積極的に日本語
に触れてほしい。



Course 3920112

Course No. Japan-Expert, Japanese Speaking (Upper-intermediate)

Credits 1

Grade 1

Module Fall ABC

Timetable Thurs. 1, Fri. １

Instructor WATANABE Hiromi

Classroom University Hall B 413

Course Overview

Students will be able to offer concise explanations, and discuss
about topics related to their field of interest. They will be able to
use polite expressions and conversational expressions required
during internship. They will be able to explain the pros and cons
and their opinions on various issues.

Remarks Japan-Expert (bachelor) program students are legible to enroll.

Course Type Class Exercises

Objective(s)

・Students will be able to engage in discussion and make
presentations on specialized topics as well as topics of their
interest. Paying attention to their audience will be an important
aspect during these activities.
・Students will be able converse using expressions appropriate to
the setting and the person with whom they are speaking.

Schedule
Week 1: Orientation and level check
Weeks 1 to 15: Conversation practice, presentation practice
Week 16: Final test

Prerequisites Students should belong to the Japan-Expert Program (Upper-
intermediate Level)

Grading policy Conversation test 30％、Presentation 30％　Homework 30％、Class
participation 10％

Textbook(s) Handouts.
Reference books will be introduced as necessary

Student requirements Be active and independent in preparing for and tackling
assignments. Use Japanese actively even outside the classroom.



科目番号 3920122

授業名 Japan-Expert 日本語　上級話す

単位数 2.0

標準履修年次 1

実施学期 秋ABC

曜時限 木１時限、金１時限

担当教員 金子信子

教室 大学会館B４１１

授業概要

社会的な問題や専門分野について、論理的に説明、議論できるようになる。グルー
プで発表・ディスカッションを行う際に、他の人の意見に関連付けて自分の意見を述
べ、より深い議論ができることを目指す。インターンシップ時に的確な報告、待遇表現
等ができるようになる。また、専門分野に関する口頭発表や質疑応答ができるように
する。

備考 Japan-Expert （学士）プログラム生が履修できる。

授業形態 演習

授業の到達目標及びテーマ
大学生に求められる論理的な説明や議論の方法を身につける。待遇表現を意識
し、場にふさわしい会話ができるようになる。他の学生とのディスカッションを通して、相
互に学ぶ態度を養う。

授業の概要・計画

第１週：オリエンテーション、レベルチェック、自己紹介
第２～13週：スピーチ、発表へのコメント、待遇表現を意識した会話、さまざまな
テーマについての発表とディスカッション、最終発表の準備（学期後半）
第14～15週：最終発表とフィードバック
第16週：期末試験、フィードバック

履修条件 Japan-Expert　（学士）プログラム生のうち、日本語能力上級者

成績評価方法 授業での発表・ディスカッション30％、提出物20％、最終発表30％、期末試験
20％（出席率は70％以上を要する）

教科書 プリント教材
参考書は適宜紹介する。

受講生に望むこと
課題について自分で内容や意見をまとめ、発表する。他の学生の発表をよく聞いて、
積極的に意見交換し、相互に学んでほしい。
発表や提出物は授業で指示する。プリントや提出物は自分でファイルしておくこと。



Course Japan-Expert, Japanese Speaking (Advanced)

Course No. 3920122

Credits 2.0

Grade 1

Timetable Fall ABC　Thurs. 1, Fri. 1

Instructor KANEKO Nobuko

Course Overview

Students will be able to give logical explanations and discuss
about social problems as well as topics related to their
specialization. When presenting or discussing in a group, students
will express their own opinion in relation to the opinions of other
people and aim to deepen the debate. Students will learn skills
required during internships, like making accurate reports, using
polite expressions etc.  Students will also make oral presentations
and participate in QA sessions on specialized fields.

Remarks Japan-Expert (bachelor) program students are legible to enroll.

Course Type Class Exercises

Objective(s)

Students will learn how to carry out university level discussions on
a variety of issues. They will become more aware of polite
expressions and develop the ability to communicate using
expressions appropriate to the setting. Students will also develop
reciprocal learning ability through group discussions.

Schedule

Week 1: Orientation. Level check. Self-introduction.
Week 2 to 13: Speech and comments on presentations. Practice
communication in the appropriate style for different situations.
Present and discuss topics on a variety of themes. Prepare final
presentations (in the latter half of the semester).
Week 14 to 15: Final presentation. Feedback.
Week 16: Final test. Feedback.

Prerequisites Students should belong to the Japan-Expert Program (Advanced
Level)

Grading policy
Speech/presentations and classroom discussion 30%,
Assignments 20%, Final presentation 30%, Final test 20%. (Must
meet 70% attendance rate)

Textbook(s) Handouts.
Reference books will be introduced in class.

Student requirements

Students must form opinions and make a presentation on each
theme. Students are expected to carefully listen to each other,
and actively participate in discussions.
Further information regarding presentations and the submission
of assignments will be covered in class. All assignments must be
kept for later reference.



中上級　聞く

科目番号 3920212

授業名 Japan-Expert日本語 中上級聞く

単位数 2.0

標準履修年次 1

実施学期 秋ABC

曜時限 月２・火２

担当教員 李 榮

教室 大学会館B413

授業概要
日常的だが、やや難易度の高い語彙や内容を含むトピックを用いる。アカデミックな
場面での講義の聞き取りも扱う。大切な情報のメモ・要約・操作と、音の変化の理
解、人間関係の把握、男女の言葉遣いの把握ができるようになることを目指す。

備考 Japan-Expert（学士）プログラム生が履修できる。

授業形態 演習

授業の到達目標及びテーマ 音声で与えられる情報を正しく理解して、必要なものを取捨選択するスキルを身につ
ける。なお、多様な音声表現に慣れる。

１）第１～５週目：様々な場面における、様々なタイプのやり取りを聞き、音声
面の知識を増やすとともに、聞き取りのストラテジーを練習する。

２）第６～10週目：長めの会話、スピーチ、プレゼンテーションなどを聞き、必要な
情報を正確に把握する訓練を行う。

３）第11～15週目：関連する項目の使い分けを学び、正確な使用を理解する。
ニュースや講義など、やや難度の高い聞き取りの練習を重ね、聞く力を強化する。

４）第16週目：期末テスト

履修条件 Japan-Expert（学士）プログラム生のうち、日本語能力中上級者

成績評価方法
予習（15%）、授業中の聞き取りや話し合い（15%）、課題（30%）、期末
テスト（40%）
（出席率は70％以上を要する）

教科書 プリント教材を適宜配布する。
筑波大学学習管理システムmanabaに、音声ファイルを随時掲載する。

受講生に望むこと
事前に提供した音声ファイルを、授業の前に必ず聞いてきてほしい。
課題の提出などは、manabaを使用する予定である。また、プリント教材、課題、ク
イズは、必ずファイルにまとめておくこと。

授業の概要・計画



中上級　聞く

Course No. 3920212

Course Title Japan-Expert, Japanese Listening (Upper-Intermediate)

Credits 2

Grade 1

Module Fall ABC

Timetable Mon. 2, Tue. 2

Instructor YOUNG Yi

Classroom University Hall B 413

Course Overview

The aim of this course is to improve students' listening skills.
Students will be provided with listening material on topics that are
common but include relatively difficult vocabulary and content.
Activities will also include listening to academic lectures. The course
enables students to: grasp the main points and summarize the
content; recognize sound changes; comprehend the relationship
between the speakers; and understand gender differences in
conversation.

Remarks Japan-Expert (bachelor) program students are legible to enroll.

Course Type Class Exercises

Objective(s)

The goal of this course is for students to improve their ability to
accurately understand the information presented in the audio; pick
up necessary information; and get used to a variety of speech
expressions.
Week 1-5: Listening to various types of conversations in a variety
of situations; enhancing knowledge about speech sounds;
practicing listening strategies.

Week 6-10: Listening to relatively long conversations, speeches,
presentations and being able to grasp relevant information.

Week 11-15: Developing better listening skills by using relatively
difficult material such as news and lectures; understanding
nuanced usages and similar expressions, and gaining the ability to
accurately use them.

Week 16: Final exam

Prerequisites Students should belong to the Japan-Expert Program (Upper-
intermediate Level)
Preparation for class 15%, Listening activities and discussion in
class 15%, Assignments 30%, Final exam 40%
※Grades will not be assigned if a student's attendance is below
70% of the total number of classes in the term.

Textbook(s)
Handouts (to be given in class).
Reference Books: The University of Tsukuba online learning tool,
Manaba, will be used to access audio files.

Student reauirements

Students are expected to listen to the audio files uploaded before
class.
The University of Tsukuba online learning tool, Manaba, will be
used. Keep a folder and file handouts, assignments, and quizzes.

Schedule

Grading Policy



科目番号 3920222

授業名 Japan-Expert日本語 上級聞く

単位数 2.0

標準履修年次 1

実施学期 秋ABC

曜時限 月２時限、火２時限

担当教員 荒井　未有

教室 大学会館B４１１

授業概要

やや専門的で広い範囲のトピックを用い、アカデミックな場面での講義の聞き取りがで
きるようにする。推測を加えて話しの流れを理解することができる、明示されていない
話者の意図を理解する、音変化(難)を理解する、敬語などを手掛かりに人間関係
(親疎関係、上下関係)を判断する、などができるようになることを目指す。

備考 Japan-Expert（学士）プログラム生が受講できる。

授業形態 演習

授業の到達目標及びテーマ

-アカデミックな場面での聴解力を身につける（一定時間の講義を聞いて、重要なポ
イントを日本語でまとめられる等）。
-聞き取った内容をまとめ、相手にわかりやすく伝えることができる。
-明瞭度の低い会話を聞いて、場面、状況、人間関係を理解し、話の流れを推測
できる。

授業の概要・計画

第１週：オリエンテーション、レベルチェックテスト　第２週~　第１５週：基本練習
（ディクテーション、音変化、人間関係の理解）応用練習（メモ、要約、内容理
解、ディスカッション）
第８週：中間テスト　第１６週：期末テスト

履修条件 Japan-Expert（学士）プログラム生のうち、日本語能力上級者

成績評価方法 中間テスト ３５％　期末テスト ４５％　授業参加度など ２０％
（出席率は７０％以上を要する）

教科書

授業内で指示する。
参考書について
１．『留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ　聴解』東京外国語大学留学生日
本語教育センター編著（スリーエーネットワーク）
２．『LIVE from TOKYO』浅野陽子著（ジャパンタイムズ）
その他は授業で適宜紹介する。

受講生に望むこと 日常的にテレビのニュースやラジオに触れる機会を持ってほしい。



Course 3920222

Course No. Japan-Expert, Japanese Listening　(Advanced)

Credits 2.0

Grade 1

Module Fall ABC

Timetable Mon. 2, Tue. 2

Instructor ARAI Miyu

Classroom University Hall B ４１１

Course Overview

Students will be able to follow academic lectures concerning
somewhat specialized fields and in a wide range of topics.
Students will be able to understand: (1) the flow of the talk by
inferring about the sections they failed to catch; (2) the
unspecified intention of the speaker; (3) the sound changes
(difficult); (4) the relationship between the speakers (degree of
intimacy, hierarchical relationship) by using honorific expressions
as clues.

Remarks Japan-Expert (bachelor) program students are legible to enroll.

Course Type Class Exercises

Objective(s)

・ Students will develop advanced listening skill for academic
purposes (like listening to lectures and surmmarizing it in
Japanese etc.)
・ Students will be able to clearly summarize the content of what
they heard and convey it to others.
・ Students will be able to infer the situation and the relationship
between the speakers, and guess how the dialogue will proceed in
a conversation that is not very clear.

Schedule

Week 1: Orientation, level check
Week 2-15: Basic exercises (dictation, identifying sound changes,
recognizing interpersonal relationship between the participants);
Advanced exercises (Taking  notes, summarizing, comprehension
and discussion)
Week 8: Midterm test, Week 16: Final test

Prerequisites Students should belong to the Japan-Expert Program (Advanced
Level)

Grading policy Midterm test 35%, Final test 45%, Participation etc. 20%
(Attendance: over 70% of the total number of lessons)

Textbook(s)

Reference materials will be announced in class.
Reference Books:
1. Ryuugakusei No Tame No Academic Japanese Chookai, 3A
Network
2. LIVE from TOKYO, Japan times
Other materials would be announced in class as necessary.

Student requirements Students are expected to make an effort to actively and regularly
listen to news on radio or TV



中上級　読む

科目番号 3920312

授業名 Japan-Expert日本語 中上級読む

単位数 3.0

標準履修年次 1

実施学期 秋ABC

曜時限 月4時限・火4時限（李）・水4時限（渡辺）

担当教員 李 榮・渡辺 裕美

教室 大学会館B413

授業概要
意見文や論理的な文章の理解ができるようになることを目指す。学習者自身の専
門分野の文献も扱い、さまざまなジャンルの文章を読み、グループによる話し合いを
通して、読みの共有、意見交換を行う。

備考 Japan-Expert（学士）プログラム生が履修できる。

授業形態 演習

授業の到達目標及びテーマ
日本語で書かれた様々な文章を理解するためのストラテジーを身につけ、目的に応
じた読み方ができるようになることを目指す。また、教室での話し合いや振り返りを通
して、自己の理解を深める。

１）全般：多様なジャンルの文章を読み、それぞれの特徴を捉え、ストラテジーを工
夫する。また、毎週水曜の授業では、「中上級 書く」と連動した読みの学習を行う。

２）第６週目以降：専門分野の文章に触れ、語彙、表現、形式の特徴を理解
する。また、専門分野の長文読解に挑戦する。

３）第16週目：期末テスト

履修条件 Japan-Expert（学士）プログラム生のうち、日本語能力中上級者

成績評価方法 授業中の読み活動や話し合い（10%）、課題（15%）、発表（15%）、クイ
ズ（30%）、期末テスト（30%）（出席率は70％以上を要する）

教科書 プリント教材を適宜配布する。
参考書は、筑波大学学習管理システムmanabaに随時案内する。

受講生に望むこと

授業中の読み活動や話し合いも評価の対象となるので、積極的に取り組んでほし
い。
課題の提出などは、manabaを使用する予定である。また、プリント教材、課題、ク
イズは、必ずファイルにまとめておくこと。

授業の概要・計画



中上級　読む

Course No. 3920312

Course Title Japan-Expert, Japanese Reading (Upper-Intermediate)

Credits 3

Grade 1

Module Fall ABC

Timetable Mon. 4, Tue. 4, Wed. 4

Instructors YOUNG Yi / WATANABE Hiromi

Classroom University Hall B 413

Course Overview

The aim of the course is　for students to be able to understand
texts such as opinion statements and logically structured texts.
Students will be provided with texts from a variety of genre, and
will also read academic texts in their own field. Students will share
their reading processes and opinions with each other during group
discussions.

Remarks Japan-Expert (bachelor) program students are legible to enroll.

Course Type Class Exercises

Objective(s)

The goal of this course is for students to: learn reading
comprehension strategies so that they can understand various
types of texts written in Japanese; select reading techniques and
strategies according to the purpose for reading; gain a better
understanding through discussion and reflection.

Week 1-5: Reading texts from a variety of genre; recognizing
stylistic features of each text; increasing skills in reading
strategies. Reading activities related to "writing" class will be
provided every Wednesday.
Week 6-15: Reading academic texts in each student's field;
understanding features of vocabulary, expressions and styles in
each text; tackling long academic texts in each student's field.
Reading activities related to "writing" class will be provided every
Wednesday.

Week 16: Final exam

Prerequisites Students should belong to the Japan-Expert Program (Upper-
intermediate Level)

Reading activities and discussion in class 10%, Assignments 15%,
Presentations 15%, Quizzes 30%, Final exam 40%

※Grades will not be assigned if a student's attendance is below
70% of the total number of classes in the term.

Study outside of class Working on assignments, preparing and reviewing for class and
the final exam.

Textbook(s) Handouts (to be given in class)

Reference book(s) The University of Tsukuba online learning tool, Manaba, will be
used.

Student requirments
Students are expected to actively participate in class as the
reading activities and class discussions are a part of the overall
evaluation.

Others
The University of Tsukuba online learning tool, Manaba, will be
used. Keep a folder and file the handouts, assignments, and
quizzes.

Schedule

Grading Policy



科目番号 3920322

授業名 Japan-Expert日本語 上級読む

単位数 3.0

標準履修年次 1

実施学期 秋ABC

曜時限 月４時限、火４時限、水４時限

担当教員 荒井　未有

教室 大学会館B４１１

授業概要

いろいろなタイプの文章を読み、各テキスト・タイプに特徴的な論理展開の形を理解
する。文章の精読/速読を行う。学習者自身の専門分野の文献読解も行う。理解
した内容にもとづいて、グループでディスカッションをし、話し合った内容をまとめて発表
する。

備考 Japan-Expert（学士）プログラム生が受講できる。

授業形態 演習

授業の到達目標及びテーマ 学術論文を含む、様々なタイプの文章の構造、展開を理解し、その内容を要約する
ことができる。また、内容を相手にわかりやすく伝えることができる。

授業の概要・計画

第１週：オリエンテーション、レベルチェックテスト
第２週~第１５週：-様々なテキストの読解、ディスカッションをして内容をまとめる
　　　　　　　　　　 -専門分野の文献を読んで内容をまとめ、発表する
第１６週：期末テスト、フィードバック

履修条件 Japan-Expert（学士）プログラム生のうち、日本語能力上級者

成績評価方法 中間テスト ３０％　期末テスト ４０％　課題（発表） ３０％
（出席率は７０％以上を要する）

教科書

授業内で指示する
参考書：『大学・大学院留学生の日本語　③論文読解編』アカデミック・ジャパニー
ズ研究会　編著（アルク）
その他は授業内で適宜紹介する。

受講生に望むこと 授業の予習、復習はしっかり行ってほしい。また、授業内では活発に意見交換をして
ほしい。



Course  No. 3920322

Course Japan-Expert, Japanese Reading　(Advanced)

Credits 3.0

Grade 1

Module Fall ABC

Timetable Mon. 4, Tue. 4, Wed. 4

Instructor ARAI Miyu

Classroom University Hall B４１１

Course Overview

Students will read various types of texts and come to understand
the form of logic development characteristic of each text type.
Students will be trained to read rapidly and carefully. Students will
also read essays/research papers in their own field. Based on their
understanding of the content, students will carry out group
discussions and　present the results of the discussion in an oral
presentation.

Remarks Japan-Expert (bachelor) program students are legible to enroll.

Course Type class exercises

Objective(s)
・Students will be able to understand the developmental structure of
various text including scholarly treatise and summarize the text.
They will be able to explain about the text to others.

Schedule

Week 1: Orientation, level-check test
Week 2-15: - Reading and summarizing various texts
                - Reading the text of one's own major and make
presentations
Week 16: Final test, comments

Prerequisites Students should belong to the Japan-Expert Program (Advanced
Level)

Grading policy
Midterm test 30%, Final test 40%, Homework and presentations
etc. 30%
(Attendance: over 70% of the total number of lessons)

Textbook(s)

Reference material will be announced in class.
1. Daigaku Daigakuin ryuugakusei No Nihongo3 Ronbun dokkai
hen, Arc
Other materials will be announced in class as necessary.

Student requirements Students should properly preview and review each lesson. Students
are also expected to actively exchange opinions during discussions.



科目番号 3920412

授業名 Japan-Expert 日本語　中上級書く

単位数 2.0

標準履修年次 1

実施学期 秋ABC

曜時限 水２時限、木４時限

担当教員 渡辺裕美

教室 大学会館B413

授業概要

やや専門的な話題について、1000字程度の読み手にわかりやすい文章やレポート
が書けるようになる。文章構成の型を使って、具体例を挙げたり引用したりしながら、
順序立てて意見や報告が書けるようになる。適切な表現や語彙を用いて、説明文
や意見文が書けるようになる。また待遇表現を用いたメールの書き方も学ぶ。

備考 Japan-Expert（学士）プログラム生が履修できる。

授業形態 演習

授業の到達目標
・書くために必要な語彙・表現・文型が使えるようになる。
・1000字程度の読み手にわかりやすく構成がはっきりした文章が書けるようになる。
・待遇表現を用いたメールが書けるようになる。

授業計画 第1週：オリエンテーション・レベルチェック、第2～15週：表現練習・レポート作成の
ための作文練習、Eメールの書き方練習、第16週：期末試験

履修条件 Japan-Expert（学士）プログラム生のうち、日本語能力中上級者

成績評価方法 宿題40％ 、試験50％、授業参加度10％（出席率は70％以上を要する）

教科書 プリント教材

受講生に望むこと 授業で説明したことをよく復習して、課題作文の作成・修正をすること。
宿題の作文、作文の書き直しは必ず提出すること。



Course  No. 3920412

Course Japan-Expert, Japanese Writing (Upper-intermediate)

Credits 2.0

Grade 1

Module Fall ABC

Timetable Wed. 2, Fri. 4

Instructor WATANABE Hiromi

Classroom University Hall B 413

Course Overview

Students will be able to write well-organized compositions of
about 1,000 characters that easily convey the content of their
specialization to the reader. They will be able to write opinions and
report in an orderly sequence, in paragraph format, while correctly
using specific examples and citations. They will be able to write
descriptions and opinion statements while using appropriate
expressions and vocabulary.
They will learn how to write e-mails using polite expressions.

Remarks Japan-Expert (bachelor) program students are legible to enroll.

Course Type Class Exercises

Objective(s)

・Students will be able to use vocabulary, expressions, grammar,
and sentence patterns for writing purposes.
・Students will be able to write well-organized compositions of
about 1,000 characters that easily convey their ideas to the
reader.
・Students will be able to write e-mails using polite expressions.

Schedule

Week 1: Orientation and level check
Weeks 1 to 15: Presentation practice, practices for writing reports
and e-mails.
Week 16: Final test

Prerequisites Students should belong to the Japan-Expert Program (Upper-
intermediate Level)

Grading policy Homework 40％、Test 50％、Class participation 10％

Textbook(s) Handouts

Student requirements

Carefully review what was discussed in class before writing the
composition.
Students are expected to submit all assigned compositions and
their revisions.



科目番号 3920422

授業名 Japan-Expert 日本語　上級書く

単位数 2.0

標準履修年次 1

実施学期 秋ABC

曜時限 水２時限（荒井）、　木４時限（金子）

担当教員 金子信子、　荒井未有

教室 大学会館B４１１

授業概要

抽象的な事柄も含め、1500字程度のまとまりのある文章が書けるようになる。専門
分野の論文の要約、報告論文の作成もできるようになる。読み手を意識して、論理
的に一貫し、構成の整った文章が書ける、根拠を挙げて意見が述べられる、正しい構
文で書ける、などができるようになることを目指す。また、待遇表現を用いたメールの書
き方も学ぶ。

備考 Japan-Expert （学士）プログラム生が履修できる。

授業形態 演習

授業の到達目標及びテーマ レポートや論文の構成や文体を理解し、適切に作成できるようになる。Eメール等も目
的に応じて書き分けられるようになる。

授業の概要・計画

第１週：オリエンテーション、レベルチェック作文
第２～15週：論文の書き方、作文・要約・Eメール等を書く練習（特に、水曜は教
科書を使用し、木曜は作文演習を中心とした授業を行う）、最終レポートの準備
（学期後半）
第16週：期末試験、最終レポートの提出とフィードバック

履修条件 Japan-Expert　（学士）プログラム生のうち、日本語能力上級者

成績評価方法 提出物40％、最終レポート30％、期末試験30％。　（出席率70％以上を要す
る）

教科書
『大学・大学院留学生の日本語④論文作成編』（アカデミック・ジャパニーズ研究会
編、アルク、改訂版2015年）他、プリント教材
参考書は適宜紹介する。

受講生に望むこと

授業内容を復習し、提出物（作文等）を作成する。必要に応じて資料を収集する
こと。
提出物の期日を守り、必ず提出すること。授業では他の学生の作文をよく聞いて意
見を出し合い、積極的に参加してほしい。
宿題の提出方法は授業で指示する。プリントや提出物は自分でファイルしておくこと。



Course Japan-Expert, Japanese Writing (Advanced)

Course No. 3920422

Credits 2

Grade 1

Timetable Fall ABC  Wed. 2 (Arai), Thu. 4 (Kaneko)

Instructor KANEKO Nobuko, ARAI Miyu

Course Overview

Students will be able to write cohesive reports/essays of about
1500 characters that may include abstract ideas. Students will be
able to summarize research papers and make reports. Other skills
they will learn include, becoming conscious of the reader, writing
well-structured and logically consistent sentences, expressing well
supported ideas as well as writing in correct syntax. Students will
also learn how to write e-mails using polite expressions.

Remarks Japan-Expert (bachelor) program students are legible to enroll.

Course Type Class Exercises.

Objective(s)

Students will be able to understand the compositions structure
and style, and will be able to write them. Also they will be able to
write e-mails of appropriate level of formality based on who the
recipient may be.

Schedule

Week 1: Orientation. Writing level check.
Week 2 to 15: Study how to write papers. Practice writing essays,
summaries, e- mails, etc. (we will use the main textbook on
Wednesdays, and do the writing exercises on Thursdays.) Prepare
final report in the latter half of the semester.
Week 16: Final test. Submit final report. Receive feedback.

Prerequisites Students should belong to the Japan-Expert Program (Advanced
Level)

Grading policy Assignments 40%, Final report 30%, Final test 30%. (Must meet
70% attendance rate.)

Textbook(s)
Writing Essays: Japanese for International College/Graduate
Students, Alc (2015). Handouts.
Reference books will be introduced in class.

Student requirements

Review each lesson, and do assignments. Collect material if
necessary.
Students must submit assignments on time. They are expected to
carefully listen to each other, and actively participate in class
discussions.
Further information regarding presentations and the submission of
assignments will be covered in class. All assignments must be kept
for later reference.



中上級　文法

科目番号 3920512

授業名 Japan-Expert日本語 中上級文法

単位数 2.0

標準履修年次 1

実施学期 秋ABC

曜時限 月１時限・火１時限

担当教員 李 榮

教室 大学会館B413

授業概要 入学前に学習している文法項目を復習し、中上級レベルの文法項目を学ぶ。語形
の変化の多い表現を取り上げ、どのような状況でどう使い分けるのか、より詳しく学ぶ。

備考 Japan-Expert（学士）プログラム生が履修できる。

授業形態 演習

授業の到達目標及びテーマ
既習の学習項目を再確認しながら、中上級レベルで求められる知識を増やし、安定
した実力を身につける。また、円滑な言語活動のための正確な使用について理解を
深める。

１）第１～５週目：初中級レベルで学んだ学習項目の復習を徹底して行う。

２）第６～10週目：中上級レベルで求められる項目を中心に授業を進め、レベル
アップを図る。

３）第11～15週目：関連する項目の使い分けを学び、正確な使用を理解する。

４）第16週目：期末テスト

履修条件 Japan-Expert（学士）プログラム生のうち、日本語能力中上級者

成績評価方法 課題（30%）、クイズ（30%）、期末テスト（40%）（出席率は70％以上を
要する）

教科書 プリント教材を適宜配布する。
参考書は、筑波大学学習管理システムmanabaに随時案内する。

受講生に望むこと

課題作成、毎回の授業でのクイズや期末テストのための復習を行うこと。
成績におけるクイズの割合が大きいので、毎回の復習をしっかり行ってほしい。
課題の提出などは、manabaを使用する予定である。また、プリント教材、課題、クイ
ズは、必ずファイルにまとめておくこと。

授業の概要・計画



中上級　文法

Course No. 3920512

Course Title Japan-Expert, Japanese Grammar (Upper-Intermediate)

Credits 2

Grade 1

Module Fall ABC

Timetable Mon. 1, Tue. 1

Instructor Young Yi

Classroom University Hall B 413

Course Overview

The aim of this course is reviewing the fundamentals of Japanese
grammar and learning upper-intermediate level grammar patterns.
Students will be provided with practice exercises on grammar
patterns that take on many forms and will be encouraged to foster
awareness of deeper rules of grammar use.

Remarks Japan-Expert (bachelor) program students are legible to enroll.

Course Type Class Exercises

Objective(s)

The goal of this course is for students to: review the fundamentals
of Japanese grammar; acquire grammatical knowledge for upper-
intermediate level and strengthen grammar skills; gain the ability
to use grammar structures accurately in order to facilitate smooth
communication.

Week 1-5: Reviewing the fundamentals of grammar and verifying
its accurate understanding.

Week 6-10: Understanding upper-intermediate level grammatical
patterns; improving grammar skills.

Week 11-15: Clarifying the differences in usages of related
patterns and acquire their proper usage.

Week 16: Final exam

Prerequisites Students should belong to the Japan-Expert Program (Upper-
intermediate Level)

Assignments 30%, Quizzes 30%, Final exam 40%

※Grades will not be assigned if a student's attendance is below
70% of the total number of classes in the term.

Textbook(s)
Handouts (to be given in class).
Reference Books: The University of Tsukuba online learning tool,
Manaba, will be used.

Student reauirements

Working on assignments, preparing and reviewing for class and the
final exam.
Since quizzes make up a large portion of the grade, students are
expected to review their lessons after every class.
The University of Tsukuba online learning tool, Manaba, will be
used. Keep a folder and file the handouts, assignments, and
quizzes.

Schedule

Grading Policy



科目番号 3920522

授業名 Japan-Expert日本語 上級文法

単位数 2.0

標準履修年次 1

実施学期 秋ABC

曜時限 火１限目、水１限目

担当教員 荒井　未有

教室 大学会館B４１１

授業概要
上級レベルの文法項目を学び、書きことば、話しことばに使われている高度な日本語
を理解する。円滑なコミュニケーション活動を行うための日本語の語用論的特徴を理
解する。

備考 Japan-Expert（学士）プログラム生が受講できる。

授業形態 演習

授業の到達目標及びテーマ -上級レベルの文法について使用場面を考えて運用できるようになる。
-日本語の語用論的特徴を理解した上での表現選択ができるようになる。

授業の概要・計画 第１週：オリエンテーション、レベルチェックテスト　第２週~１５週：文法項目を１
課ごと学習　第８週：中間テスト　第１６週：期末テスト

履修条件 Japan-Expert（学士）プログラム生のうち、日本語能力上級者

成績評価方法 中間テスト ３０％　期末テスト ４５％　課題など ２５％
（出席率は７０％以上を要する）

教科書

授業内で指示する。
参考書：
1. 『レベルアップ日本語文法　中級』 許明子・宮崎恵子 著（くろしお出版）
2. 『実用日本語文法　中上級』（グローバルコミュニケーション教育センター日本語
教育部門、自作教材）
その他、必要に応じて紹介する。

受講生に望むこと
授業の予習、復習をしっかりと行うこと。授業で作成した文は必ず復習で見直してほ
しい。また、生活の中で気になる表現や文法があったら、メモを取ってその使い方を考
える癖をつけてほしい。



Course No. 3920522

Course Title Japan-Expert, Japanese Grammar　(Advanced)

Credits 2.0

Grade 1

Module Fall ABC

Timetable Tue. 1, Wed. 1

Instructor ARAI Miyu

Classroom University Hall B ４１１

Course Overview

Students will learn advanced level grammar, understand
sophisticated Japanese used in writing and speech. Students will
understand the pragmatic features of Japanese for smooth
communication.

Remarks Japan-Expert (bachelor) program students are legible to enroll.

Course Type Class Exercises

Objective(s)

Students will be able to use advanced grammar in specific
situations.
They will be able to understand the pragmatic features of
Japanese, and choose appropriate expressions based on this
knowledge.

Schedule
Week 1: Orientation,　Week 2-15: Lessons (one chapter per
lesson)
Week 8: Midterm test,   Week 16: Final test

Prerequisites Students should belong to the Japan-Expert Program (Advanced
Level)

Grading policy
Midterm test 30%, Final test 45%, Homework and class
participation etc. 25%
(Attendance: over 70% of the total number of lessons)

Textbook(s)

Reference material will be announced in class.
Reference Books:
1. Reberu appu nihongo bunpou, Kuroshio Publishing (2013)
2. Jistuyou joukyuu nihongo bunpou (Original developed test)
Other materials would be announced in class as necessary.

Student requirements

Preview and review the textbook and task sheet which we use
during lessons.
Students should preview and review each lesson thoroughly.
Reviewing the sentences you create during class is especially
important. Also, it is recommended that students make a habit of
taking notes of grammar and expressions they come across in
daily life and analyze how these are used.



科目番号 3920612

授業名 Japan-Expert 日本語　中上級漢字

単位数 2.0

標準履修年次 1

実施学期 秋ABC

曜時限 木２時限、金２時限

担当教員 渡辺裕美

教室 大学会館B413

授業概要 中級の漢字語彙の読み書きを覚えながら、正確に運用できるようにする。学習者自
身の専門分野の漢字語彙も扱う。

備考 Japan-Expert（学士）プログラム生が履修できる。

授業形態 演習

授業の到達目標 中級の漢字語彙の読み書きを覚えながら、正確に運用できるようになる。学習者自
身の専門分野の漢字語彙も運用できるようになる。

授業計画 第1回：オリエンテーション・レベルチェック。第1週～第15週：第1課～第10課を
各課1週～1週半で進める。第16週：期末テスト

履修条件 Japan-Expert（学士）プログラム生のうち、日本語能力中上級者

成績評価方法 宿題10％、クイズ30％、総合テスト60％（出席率は70％以上を要する）

教科書 Intermediate Kanji Boook　vol.1（凡人社）

受講生に望むこと 宿題を定期的に出すこと。宿題や授業の中の練習を通して漢字を学ぶだけでなく、
日常生活や大学生活の中で漢字語彙を積極的に学習してほしい。



Course No. 3920612

Course Title Japan-Expert, Japanese Kanji (Upper-intermediate)

Credits 2

Grade 1

Module Fall ABC

Timetable Thurs. 2, Fri. 2

Instructor WATANABE Hiromi

Classroom University Hall B 413

Course Overview

Students will be able to read intermediate level Kanjis (putting
more importance on reading and understanding Kanji vocabulary)
and use them accurately. Students will also learn kanji vocabulary
related to their field of specialization.

Remarks Japan-Expert (bachelor) program students are legible to enroll.

Course Type Class Exercises

Objective(s) Students will be able to read and write upper intermediate level
kanji vocabulary and be able to use it correctly.

Schedule

Week 1: Orientation and level check
Weeks 1 to 15: Introducing kanjis, doing the exercises and
quizzes. We will cover one chapter every one to one-and-a-half
week
Week 16: Final test

Prerequisites Students should belong to the Japan-Expert Program (Upper-
intermediate Level)

Grading policy Homework 10%, Quizzes 30%, Final test 60% (Attendance rate of
70% or higher is required)

Textbook(s) Intermediate Kanji Book　vol. 1（Bonjinsha）

Student requirements

Homework will be regularly given. Students are expected to not
only learn kanji through classroom drills and homework, but to be
proactive in learning kanji vocabulary used in school and in daily
life.



科目番号 3920622

授業名 Japan-Expert 日本語　上級漢字

単位数 2.0

標準履修年次 1

実施学期 秋ABC

曜時限 木２時限、金２時限

担当教員 金子信子

教室 大学会館B４１１

授業概要
中上級の漢字語彙の読み書きを覚えながら、正確に運用できるようにする。学習者
自身の専門分野の漢字語彙も扱う。学習者の専門分野の本や論文、資料等から
漢字や漢字語彙を抽出し、使えるようにするための方法を工夫できるようにする。

備考 Japan-Expert （学士）プログラム生が履修できる。

授業形態 演習

授業の到達目標及びテーマ 大学で学習活動をする上で必要な中上級の漢字語彙の読み書きと運用ができるよ
うになる。専門分野の漢字語彙も含め、自律的に学んでいけるようにする。

授業の概要・計画

第１週：オリエンテーション、レベルチェック、第１課。
第２～15週：教科書を１課（第１週の続き）から学習する。各課の終了後に
小テストを行う。毎週、各自の専門分野に関連した漢字語彙を集め、まとめる。
第16週：期末試験。

履修条件 Japan-Expert　（学士）プログラム生のうち、日本語能力上級者

成績評価方法 課の小テスト40％、提出物30％、期末試験30％。　（出席率70％以上を要す
る）

教科書 『Intermediate Kanji Book Vol.2』（凡人社、第４版2014年）他、プリント
教材

受講生に望むこと

教科書の各課の漢字と漢字語彙を覚える。自分の専門分野の漢字語彙を書き出
してまとめる。
漢字学習は毎日の積み重ねが重要である。漢字に関心を持ち、語彙を増やしてほ
しい。
宿題の提出方法は授業で指示する。プリントや提出物は自分でファイルしておく。



Course No. 3920622

Course Title Japan-Expert, Japanese Kanji (Advanced)

Credits 2

Grade 1

Module Fall ABC

Timetable Thu. 2, Fri. 2

Instructor Nobuko KANEKO

Classroom University Hall B 411

Course Overview

Students will be able to accurately use pre-advanced level kanji
vocabulary while learning to read and write it.  Students will also
learn kanji vocabulary of their own field. They will be able to
devise ways to extract and use kanji and kanji vocabulary from
books, papers, materials etc. of their own field.

Remarks Japan-Expert (bachelor) program students are legible to enroll.

Course Type Class Exercises.

Objective(s)

Students will be able to read, write and use pre-advanced level
Kanji (words) which are required for academic activities in the
university. Students will increase their Kanji vocabulary including
words used in their own fields.

Schedule

Week 1: Orientation. Level check. Chapter 1 of the textbook.
Week 2 to 15: Study Kanji from that week's chapter. Quizzes will
be held for each chapter. Students are required to create
vocabulary lists of Kanji words relevant to their fields every week.
Week 16: Final test. Feedback.

Prerequisites Students should belong to the Japan-Expert Program (Advanced
Level)

Grading policy Quizzes 40％、Homework 30％、Final test 30％. (Must meet 70%
attendance rate)

Study outside of class Memorize Kanjis and words from each chapter of the textbook.
Make vocabulary lists of Kanji words from their fields.

Textbook(s) Intermediate Kanji Book Vol. 2, Bonjinsha co., Ltd. (2014).
Handouts.

Student requirements

Memorize Kanji and words from each chapter of the textbook.
Make vocabulary lists of Kanji words from their fields.
Everyday learning is important for Kanji. Students are expected to
be interested in Kanji, and increase their vocabulary on their own.
Further information regarding presentations and the submission of
assignments will be covered in class. All assignments must be
kept for later reference.



科目番号 3920712

授業名 Japan-Expert日本語　中上級総合日本語

単位数 1.0

標準履修年次 1

実施学期 秋ABC

曜時限 水1時限

担当教員 入山美保

教室 大学会館B413

授業概要 学類の授業を受講するために必要な日本語力やスキルを総合的に身につける。

備考 Japan-Expert（学士）プログラム生が履修できる。

授業形態 演習

授業の到達目標及びテーマ
学類の授業内容を理解し、自分の考えを発表したり、概要を書いたりすることができ
るようになる。
読む、書く、聞く、話す、漢字、文法を使った演習の授業とする。

授業の概要・計画 第1週：授業オリエンテーション、レベルチェック　第2週～第15週：総合的な演習
第16週：期末試験、TTBJ

履修条件 Japan-Expert（学士）プログラム生のうち、日本語能力中上級者

成績評価方法 クラス参加、課題提出、期末試験により総合的に評価する
（出席率は70%以上を要する）。

教科書 随時、学習管理システムmanaba等にて案内

受講生に望むこと 予習、復習をしっかりして、授業の中でわからないことを解決するようにしてほしい。



科目番号 3920722

授業名 Japan-Expert日本語　上級総合日本語

単位数 1.0

標準履修年次 1

実施学期 秋ABC

曜時限 月1時限

担当教員 入山美保

教室 大学会館B411

授業概要 学類の授業を受講するために必要な日本語力やスキルを総合的に身につけ、日本
語運用力を高める。

備考 Japan-Expert（学士）プログラム生が履修できる。

授業形態 演習

授業の到達目標及びテーマ
学類の授業を受講するために必要な総合的な日本語力を身につけ、日本語運用
能力を高めるようにする。
読む、書く、聞く、話す、漢字、文法を使った演習の授業とする。

授業の概要・計画 第1週　授業オリエンテーション、レベルチェック　第2週～第15週　総合的な演習
第16週　期末試験、TTBJ

履修条件 Japan-Expert（学士）プログラム生のうち、日本語能力上級者

成績評価方法 クラス参加、課題提出、期末試験により総合的に評価する
（出席率は70%以上を要する）。

教科書 随時、学習管理システムmanaba等にて案内

受講生に望むこと 予習、復習をしっかりして、授業の中でわからないことを解決するようにしてほしい。



科目番号 3920812

授業名 Japan-Expert専門日本語（アグロノミスト養成コース）

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

実施学期 秋ABC

曜時限 集中

担当教員 福田直也　戒能洋一、津村義彦、田島淳史、丸山幸夫、他

教室 各コース教室

授業概要 日本語を総合的かつ集中的に習得する過程において、アグロノミストコース担当教員から基礎的な知識、専門
用語を習得することにより、農学に対する学習意欲を向上させ、今後の専門分野コースへの導入を行う。

備考 Japan-Expert（学士）プログラム

授業形態 講義・演習

授業の到達目標及びテーマ 日本語を使用して、関心のある専門分野の説明ができる。

履修条件 Japan-Expert（学士）プログラム アグロノミスト養成コースの学生に限る。

成績評価方法 クラス参加、レポート、期末試験により総合的に評価する。

教科書 随時案内

受講生に望むこと

授業の概要・計画

第1回：　10月　3日（月曜6限）　　【担当教員　　JE指導教員　　福田直也】
           授業オリエンテーション
第2回：　10月　17日（月6限）　　【担当教員　農林生物学コース　福田直也】
           園芸作物の育種ならびに生産体系の解説
第3回：　10月　21日（金曜5限）　【担当教員　農林生物学コース　戒能洋一】
           昆虫形態用語の解説、植物病理学用語の解説
第4回：　10月　28日（金曜5限）　【担当教員　農林生物学コース　津村義彦】
           日本の森林と林業に関する用語解説
第5回：　11月　8日（火曜3限）　　【担当教員　　農林生物学コース　田島淳史】
           家畜と畜産に関する基礎的用語の解説
第6回：　11月　14日（月曜3限）　　【担当教員　農林生物学コース　丸山幸夫】
           日本の作物生産
第7回：　11月　21日（月曜3限）　　【担当教員　応用生命化学コース　】
           日本語で学ぶ応用生命化学入門Ⅰ
第8回：　12月　5日（月曜3限）　　【担当教員　応用生命化学コース　】
           日本語で学ぶ応用生命化学入門Ⅱ
第9回：　12月　12日（月曜3限）　　【担当教員　応用生命化学コース　】
           日本語で学ぶ応用生命化学入門Ⅲ
第10回： 12月　19日（月曜3限）　　【担当教員　応用生命化学コース　】
            日本語で学ぶ応用生命化学入門Ⅳ
第11回： 12月　26日（月曜3限）　【担当教員　環境工学コース　】
            土・水・自然環境の土木工学研究に関する用語解説
第12回：　1月　17日（火曜3限）　【担当教員　環境工学コース　】
            森林バイオマスの化学工学的研究に関する用語解説
第13回：　1月　23日（月曜3限）　【担当教員　環境工学コース　】
            食料・エネルギーの機械工学的研究に関する用語解説
第14回：　1月　30日（月曜3限）　【担当教員　社会経済学コース　】
            日本の農林業・農山村についての概説・討論
第15回：　2月　6日（月曜3限）　【担当教員　　社会経済学コース　】
            日本の農林業・農山村についての概説・討論



科目番号 3920822

授業名 Japan-Expert専門日本語(ヘルスケアコース)

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

実施学期 秋ABC

曜時限 集中

担当教員 Japan-Expertプログラム（ヘルスケアコース）担当教員

教室 講義室：共同利用棟B206

授業概要
日本語を総合的かつ集中的に習得する過程において、ヘルスケアコース担当教員から、基礎的な知識、専門
用語、会話表現を習得することにより、日本語に対する学習意欲を向上させ、今後の専門分野コースへの導
入を行う。

備考 Japan-Expert（学士）プログラム

授業形態 講義・演習・見学

授業の到達目標及びテーマ 日本語を使用して、関心のある専門分野の説明ができる。

履修条件 Japan-Expert（学士）プログラム ヘルスケアコースの学生に限る。

成績評価方法 クラス参加、プレゼンテーション等により総合的に評価する。

教科書 随時、学習管理システムManaba等にて案内

受講生に望むこと 日本におけるヘルスケア分野で使用される、日本語の用語や会話を習得することによって、日本語の語学力を
向上させてほしい。

授業の概要・計画

第1回：11月11日（金）４限 【担当教員：杉本　敬子・トゴバタラ　ガンチメゲ】
         科目概要の説明・講義：ヘルスケアを学ぶ教育機関
第2回：11月11日（金）５限【担当教員：杉本　敬子・トゴバタラ　ガンチメゲ】
         見学：医学キャンパス①「学生ラウンジ・講義室・演習室・研究室」
第3回：11月18日（金）５限【担当教員：杉本　敬子・トゴバタラ　ガンチメゲ】
         見学：医学キャンパス②「医学支援室・図書館・食堂・附属病院」
第4回：11月25日（金）4限【担当教員：大宮　朋子・トゴバタラ　ガンチメゲ・福澤　利江子】
         講義：ヘルスケアを提供する施設、働く人々、利用する人々＃１ （保健サービス）
第5回：12月2日（金）4限【担当教員：大宮　朋子・福澤　利江子】
         ロールプレイ演習：保健サービスでの日本語会話
第6回：12月5日（月）18:00-19:30【担当教員：杉本　敬子・トゴバタラ　ガンチメゲ・福澤　利江子】
         参加：海外招聘講演会「出産時の寄り添いと親子のきずな」
第7回：12月9日（金）4限【担当教員：川口　孝泰・杉本　敬子・トゴバタラ　ガンチメゲ】
         講義： ヘルスケアを提供する施設、働く人々、利用する人々＃２（医療サービス)
第8回：12月16日（金）4限【担当教員：杉本　敬子・トゴバタラ　ガンチメゲ】
         ロールプレイ演習：医療サービスでの日本語会話
第 9回：1月6日（金）4限【担当教員：看護学類教員】
          参加：「看護の探究演習」ポスター発表会
第10回：1月6日（金）5限【担当教員：看護学類教員】
          参加：「看護の探究演習」ポスター発表会
第11回：1月13日（金）4限【担当教員：大宮　朋子・トゴバタラ　ガンチメゲ・福澤　利江子】
           講義： ヘルスケアを提供する施設、働く人々、利用する人々＃３ （福祉サービス）
第12回：1月20日（金）４限【担当教員：大宮　朋子・トゴバタラ　ガンチメゲ・福澤　利江子】
           ロールプレイ演習：福祉サービスでの日本語会話
第13回：１月27日（金）4限【担当教員：杉本　敬子・トゴバタラ　ガンチメゲ】
           施設見学：福祉施設①
第14回：1月27日（金）5限【担当教員：杉本　敬子・トゴバタラ　ガンチメゲ】
           施設見学：福祉施設②
第15回：2月3日（金）4限【担当教員：ヘルスケアコース担当教員】
          プレゼンテーション「日本のヘルスケア」、授業評価



科目番号 3920832

授業名 Japan-Expert専門日本語(日本芸術コース)

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

実施学期 秋ABC

曜時限 集中

担当教員 各コース・領域の担当教員

教室 各コース教室

授業概要
日本語を総合的かつ集中的に習得する過程において、各コース・領域担当教員から、学生が関心のある専
門分野特有で基礎的な専門用語や会話を習得することにより、日本語に対する学習意欲を向上させ、今後
の専門分野コースへの導入を行う。

備考 Japan-Expert（学士）プログラム

授業形態 講義・演習・見学

授業の到達目標及びテーマ 基礎的な日本語を使用して、関心のある専門分野の説明ができる。

履修条件 Japan-Expertプログラム 日本芸術コースの学生に限る。

成績評価方法 出席、レポート、プレゼンテーションにより総合的に評価する。

教科書 随時、授業時に案内

受講生に望むこと 展覧会

授業の概要・計画

第1回：11月11日（金5限）【担当教員：程塚敏明・寺門臨太郎】
オリエンテーション、美術史の概説、実習室見学
第2回：11月18日（金5限）【担当教員：直江俊雄】
芸術支援の概説、実習室見学
第3回：11月21日（月5限）【担当教員：田島直樹】
版画の概説、実習室見学
第4回：11月21日（月6限）【担当教員：仏山輝美】
洋画の概説、実習室見学
第5回：12月2日（金4限）【担当教員：程塚敏明】
日本画の概説、実習室見学
第6回：12月2日（金5限）【担当教員：大原央聡】
彫塑の概説、実習室見学
第7回：12月9日（金4限）【担当教員：菅野智明】
書の概説、実習室見学
第8回：12月16日（金4限）【担当教員：上浦佑太】
構成の概説、実習室見学
第9回：12月16日（金5限）【担当教員：小野裕子】
総合造形の概説、実習室見学
第10回：1月20日（金4限）【担当教員：鄭然暻】
クラフトの概説、実習室見学
第11回：1月20日（金5限）【担当教員：田中佐代子】
ビジュアルデザインの概説、実習室見学
第12回：1月27日（金3限）【担当教員：山田博之】
プロダクトデザインの概説、実習室見学
第13回：1月27日（金4限）【担当教員：内山俊朗】
情報デザインの概説、実習室見学
第14回：2月3日（金4限）【担当教員：渡和由】
環境デザインの概説、実習室見学
第15回：2月3日（金5限）【担当教員：加藤研】
建築デザインの概説、実習室見学



科目番号 3920842

授業名 Japan-Expert 専門日本語（日本語教師養成コース）

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

実施学期 秋ABC

曜時限 集中

担当教員 入山美保

教室 2G201他

授業概要 日本語を総合的かつ集中的に習得する過程において、各コース担当教員から、基礎的な知識、専門用語を
習得することにより、日本語に対する学習意欲を向上させ、今後の専門分野コースへの導入を行う。

備考 Japan-Expert（学士）プログラム

授業形態 演習

授業の到達目標及びテーマ 日本語を使用して、関心のある専門分野の説明ができる。
専門分野を学ぶ上で基礎となる知識や専門用語を習得し、日本語力を向上させる。

授業の概要・計画

第1回：11月10日（木5限）　授業オリエンテーション　講義の受け方、ノートの取り方
第2回：11月17日（木5限）　日本語関係　模擬講義
第3回：11月17日（木6限）　日本語関係　模擬講義の振り返り　語彙、文法、ディスカッション
第4回：11月24日（木5限）　日本文化関係　模擬講義
第5回：11月24日（木6限）　日本文化関係　模擬講義の振り返り　語彙、文法、ディスカッション
第6回：12月5日（月5限）　　「日本語教育Ⅱ」松崎寛先生
第7回：12月6日（火6限）    「日本の文学」清登典子先生
第8回：12月12日（月5限）  「日本語教育Ⅱ」松崎寛先生
第9回：12月13日（火6限）  「日本の文学」清登典子先生
第10回：12月19日(月5限)  「日本語教育Ⅱ」振り返り　語彙、文法、ディスカッション
第11回：12月20日（火5限） 「日本の文学」振り返り　語彙、文法、ディスカッション
第12回：1月12日（木5限）  「日本人の言語生活」杉本武先生
第13回：1月19日（木5限）  「日本人の言語生活」杉本武先生
第14回：1月27日（金3限）  「日本人の言語生活」振り返り　語彙、文法、ディスカッション
第15回：2月3日（金3限）    期末試験（日本語や日本文化についての小論文）

履修条件 Japan-Expertプログラム 日本語教師養成コースの学生に限る。

成績評価方法 クラス参加、毎回のレポート(A4 1枚)提出、期末試験により総合的に評価する
（出席率は70%以上を要する）。

教科書 随時、学習管理システムmanaba等にて案内

受講生に望むこと
学類で開設されている日本語や日本文化に関する授業を履修して、専門に関する知識、語学力を身につけ
てほしい。
宿題提出には筑波大学manabaを使う。予習・復習をきちんとすること。
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