
2019-SJ00009871-01日本語ⅠＡ「留学生①」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・２時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

清水　りえ子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、日本の大学で勉強をするのに必要な日本語力（日本
語でのアカデミックスキル）を身に付けるための練習をします。

〔日本文化や日本社会に関するテーマ学習〕
新聞記事、論説文、小説、エッセイなどの読解や映画などの鑑賞を
通し、問題を把握する練習や内容をまとめる練習、意見交換をする
ことで、日本語力を強化していきます。各テーマで繰り返し使われ
る語彙の学習もします。同時に、日本の現代社会や日本人の価値観
について様々な角度から知り、考え、自分でさらに興味があること
について日本語で調査を進めていくための練習もします。

〔文法、その他〕
上級レベルでも苦手な人が多い「自動詞・他動詞」や「受身」など
を特に取り上げ、使用場面に適した使い分けができるようにしま
す。また、大学生活で必要となる先生（目上の人）へのメールの書
き方の学習もします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

新聞記事や論説文から必要な情報を読み取り、問題点を把握するこ
とができる。(技能)

新聞記事や論説文の内容をまとめ、説明することができる。(技能)

新聞記事や論説文の内容を批判的、多角的に読み解くことができ
る。(知識・理解)

あるテーマや話題について、自分の考えや意見を正しく伝え、議論
をすることができる。(技能)

あるテーマや話題について自分で調査を進めることができる。(態
度・志向性)

日本社会を様々な角度から考察できる。(態度・志向性)

自動詞と他動詞、受身文を適切に使うことができる。(技能)

先生や目上の人に適切な文章で連絡を取ることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

※以下の学習時間は目安であり、人により大きく異なります。

〔授業前の学習〕
テーマ学習：次の授業で使用するテキストの予習や確認問題（約1
時間）
文法など：次の授業でする部分の予習など（約1時間）
※これらの授業前の学習をもとに授業を進めていくので、指示され
たことは必ずしてきてください。
 
〔授業後の学習〕
テーマ学習：授業で扱ったテキストの要約や意見まとめ、その他、
調べ学習などの発展課題。（約30分）
文法など：学習項目の復習とチェックテストの準備（約30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により総合的に評価しま
す。
平常点（提出物、小テスト、課題、授業参加度や学習意欲な
ど）：60％
定期試験：40％

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントと生教材

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に出席するだけではなく、教室活動に積極的に参加し
てください。また、指示された予習や課題はきちんとして
ください。課題の提出期限を守ること。
欠席が多いと課題ができず提出物も出せないため、その分
平常点が低くなるので、気を付けましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

※履修者の人数やレベルにより、授業内容・進度を変更す
ることがあります。

前期
1. ガイダンス（授業についての説明）
　 テーマ学習「日本の若者」①
2. テーマ学習「日本の若者」②
3. テーマ学習「日本の若者」③
4. テーマ学習「日本の若者」④
5. テーマ学習「日本の若者」⑤
6. 文法「自動詞・他動詞」①
7. 文法「自動詞・他動詞」②
8. 文法「自動詞・他動詞」③
9. テーマ学習「日本人と仕事」①
10. テーマ学習「日本人と仕事」②
11. テーマ学習「日本人と仕事」③
12. テーマ学習「日本人と仕事」④
13. 映画鑑賞（「日本人と仕事」⑤）
14. 前期のまとめの活動①
15. 前期のまとめの活動②

後期
1. テーマ学習「宗教観と自然観」①
2. テーマ学習「宗教観と自然観」②
3. テーマ学習「宗教観と自然観」③
4. テーマ学習「宗教観と自然観」④
5. テーマ学習「宗教観と自然観」⑤
6. 文法「敬語表現と先生へのメール」①
7. 文法「敬語表現と先生へのメール」②
8. 映画鑑賞（「宗教観と自然観」⑥）
9. 映画鑑賞（「宗教観と自然観」⑦）
10.「宗教観と自然観」⑧
11. 文法「受身」①
12. 文法「受身」②
13. 文法「受身」③
14. 後期のまとめの活動①
15. 後期のまとめの活動②



2019-SJ00009871-02日本語ⅠＡ「留学生②」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

清水　りえ子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、日本の大学で勉強をするのに必要な日本語力（日本
語でのアカデミックスキル）を身に付けるための練習をします。

〔日本文化や日本社会に関するテーマ学習〕
新聞記事、論説文、小説、エッセイなどの読解や映画などの鑑賞を
通し、問題を把握する練習や内容をまとめる練習、意見交換をする
ことで、日本語力を強化していきます。各テーマで繰り返し使われ
る語彙の学習もします。同時に、日本の現代社会や日本人の価値観
について様々な角度から知り、考え、自分でさらに興味があること
について日本語で調査を進めていくための練習もします。

〔文法、その他〕
上級レベルでも苦手な人が多い「自動詞・他動詞」や「受身」など
を特に取り上げ、使用場面に適した使い分けができるようにしま
す。また、大学生活で必要となる先生（目上の人）へのメールの書
き方の学習もします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

新聞記事や論説文から必要な情報を読み取り、問題点を把握するこ
とができる。(技能)

新聞記事や論説文の内容をまとめ、説明することができる。(技能)

新聞記事や論説文の内容を批判的、多角的に読み解くことができ
る。(知識・理解)

あるテーマや話題について、自分の考えや意見を正しく伝え、議論
をすることができる。(技能)

あるテーマや話題について自分で調査を進めることができる。(態
度・志向性)

日本社会を様々な角度から考察できる。(態度・志向性)

自動詞と他動詞、受身文を適切に使うことができる。(技能)

先生や目上の人に適切な文章で連絡を取ることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

※以下の学習時間は目安であり、人により大きく異なります。

〔授業前の学習〕
テーマ学習：次の授業で使用するテキストの予習や確認問題（約1
時間）
文法など：次の授業でする部分の予習など（約1時間）
※これらの授業前の学習をもとに授業を進めていくので、指示され
たことは必ずしてきてください。
 
〔授業後の学習〕
テーマ学習：授業で扱ったテキストの要約や意見まとめ、その他、
調べ学習などの発展課題。（約30分）
文法など：学習項目の復習とチェックテストの準備（約30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により総合的に評価しま
す。
平常点（提出物、小テスト、課題、授業参加度や学習意欲な
ど）：60％
定期試験：40％

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントと生教材

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に出席するだけではなく、教室活動に積極的に参加し
てください。また、指示された予習や課題はきちんとして
ください。課題の提出期限を守ること。
欠席が多いと課題ができず提出物も出せないため、その分
平常点が低くなるので、気を付けましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

※履修者の人数やレベルにより、授業内容・進度を変更す
ることがあります。

前期
1. ガイダンス（授業についての説明）
　 テーマ学習「日本の若者」①
2. テーマ学習「日本の若者」②
3. テーマ学習「日本の若者」③
4. テーマ学習「日本の若者」④
5. テーマ学習「日本の若者」⑤
6. 文法「自動詞・他動詞」①
7. 文法「自動詞・他動詞」②
8. 文法「自動詞・他動詞」③
9. テーマ学習「日本人と仕事」①
10. テーマ学習「日本人と仕事」②
11. テーマ学習「日本人と仕事」③
12. テーマ学習「日本人と仕事」④
13. 映画鑑賞（「日本人と仕事」⑤）
14. 前期のまとめの活動①
15. 前期のまとめの活動②

後期
1. テーマ学習「宗教観と自然観」①
2. テーマ学習「宗教観と自然観」②
3. テーマ学習「宗教観と自然観」③
4. テーマ学習「宗教観と自然観」④
5. テーマ学習「宗教観と自然観」⑤
6. 文法「敬語表現と先生へのメール」①
7. 文法「敬語表現と先生へのメール」②
8. 映画鑑賞（「宗教観と自然観」⑥）
9. 映画鑑賞（「宗教観と自然観」⑦）
10.「宗教観と自然観」⑧
11. 文法「受身」①
12. 文法「受身」②
13. 文法「受身」③
14. 後期のまとめの活動①
15. 後期のまとめの活動②



2019-SJ00009872-01日本語ⅠＢ「留学生①」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・１時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

渡辺　洋子

◎－－－　概要　－－－◎

　専門教育と日本での生活を支える言語能力を身に付けます。
　
　評論文や視聴覚教材に出てくる語彙、機能語を取り出し、読
み書きの技能を養います。また、異文化コミュニケーションに
必要な語彙を増強し、日本文化社会に対する興味、関心を深め
ます。具体的には以下の日本語能力を習得します。

１．日本語の諸問題を扱った教材を読み、主旨及び大意を理解
する。
２．話し言葉と書き言葉に使われる語彙の区別ができる。
３．和語と漢語に表れる一定の規則を理解し、語彙数を増やし
ていく。
４．日本・中国・韓国における同形異義漢語の意味用法の違い
を知る。
５．機能語をはじめ、副詞、文末表現の作文練習により、正確
な表現力を身につける。
６．一定のまとまりある長さの評論文を、正しく音読できる。
７．視聴覚教材の聴き取りが６０％以上できる。
８．言葉と文化とのつながりを理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．学習と異文化コミュニケーションを支える語彙力を増強す
る。(知識・理解)

２．評論文読解や視聴覚教材の聴き取りができる。(技能)

３．ことばと文化の関わりについて、大学生活、ポップカル
チャーなどを通して意識的に考えるようになる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・予習：課題プリントを前時に渡すので問題を解いて授業に参
加する（45分）
・復習：１）誤答や不明だった所を復習し、知識・技能を確か
なものにする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　（30分）
　　　　２）到達度テスト（語彙、敬語）の準備（６０分）

・課題プレゼン準備（2～3時間）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と
割合により
　成績評価します。

　◇定期試験：５０％（到達目標１，２）
　◇到達度テスト３０％（到達目標１）
　◇平常点：２０％（到達目標２，３）
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

・自作教材／自作練習問題　

◎－－－　参考書　－－－◎

謎解きはディナーのあとで　ISBN 978-4-09-386280-6
新しい日本語の予習法　ISBN 4-04-704128-9c0295

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・日本語ⅠＡと日本語ⅠＢは、出来るだけ同一年度に受講
してください。
・毎回辞書を持参してください。
・３分の１以上の欠席は単位取得ができない場合がありま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

前　期
１．自分の中の多様な日本語学習動機と目的を
　　確認する。
２．東アジア詩歌比較でそれぞれの特質を知る。
３．Ｊ－ＰＯＰ春歌で味わう日本語表現
４．「すみません」　語彙の読みと意味
５．　　同　　　　　音読と読解
６．　　同　　　　　文法理解と文型作文
７．　　同　　　　　敬語
８．お気に入りクールジャパン紹介１
９．お気に入りクールジャパン紹介２
10.映像資料を使った聴き取り　１
11.映像資料を使った聴き取り　２
12.上級文法（～こと・～ながら）の習得
13.上級文法（ところで・ところを・ところに）
14.地域文化としての博多方言がわかる
15.資料をもとに論文構成を理解する

後　期
１．特殊音をもつ二字漢語の読み方の規則
２．清音と濁音が対立する漢語の読みの規則
３．「ハローワークって何だ」語彙の読み
４．　　同　　　　　文法理解と文型練習
５．「良好vs旅行」ーうの有無ミニマルペア
６．ドラマによる対話・会話の聴き取り１
７．ドラマによる対話・会話の聴き取り２
８．日本社会の光と影１
９．日本社会の光と影２
10.「ら抜きは手抜きか」音読と読解
11.上級副詞（てっきり、めっきり、どっと…）
12.上級文法（ものの・もので・ものを）の習得
13.ことばと文化
14.説明文の翻訳―使用語彙の違いに着目
15.翻訳解説と後期の総まとめ



2019-SJ00009872-02日本語ⅠＢ「留学生②」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：水・５時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

渡辺　洋子

◎－－－　概要　－－－◎

　専門教育と日本での生活を支える言語能力を身に付けます。
　
　評論文に出てくる語彙、機能語を取り出し、読み書きの技能
を養います。また異文化コミュニケーションに必要な語彙を増
強し、日本文化社会に対する興味、関心を深めます。具体的に
は以下の日本語能力を習得します。

１．日本語の諸問題を扱った教材を読み、主旨及び大意を理解
する。
２．話し言葉と書き言葉に使われる語彙の区別が出来る。
３．和語と漢語に表れる一定の規則を理解し、語彙数を増やし
ていく。
４．日本・中国・韓国における同形異義漢語の意味用法の違い
を知る。
５．機能語をはじめ、副詞、文末表現の作文練習により、正確
な表現を身につける。
６．一定のまとまりある長さの評論文を、正しく音読できる。
７．生教材の聴き取りが６０％以上できる。
８．ことばと文化とのつながりを理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．学習と異文化コミュニケーションを支える語彙力を増強す
る。(知識・理解)

２．評論文読解や視聴覚教材の聴き取りができる。(技能)

３．言葉と文化の関わりについて、大学生活、ポップカル
チャーなどを通して意識的に考えるようになる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・予習：課題プリントを前時に渡すので問題を解いて授業に参
加する（45分）
・復習：１）誤答や不明だった所を復習し、知識・技能を確か
なものにする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　（30分）
　　　　２）到達度テスト（語彙、敬語）の準備（６０分）
・課題プレゼン準備（２～３時間）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と
割合
　により成績評価します。

　◆　定期試験：５０％（到達目標１，２）
　◆　到達度テスト：３０％（到達目標１）
　◆　平常点：２０％　（到達目標２．３）

　

◎－－－　テキスト　－－－◎

・自作教材／自作練習問題

◎－－－　参考書　－－－◎

謎解きはディナーのあとで　ISBN 978-4-09-386280-6
新しい日本語の予習法　ISBN 4-04-704128-9c0295

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・日本語ⅠＡと日本語ⅠＢは、出来るだけ同一年度に受講
してください。
・毎回辞書を持参してください。
・３分の１以上の欠席は単位取得ができない場合がありま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

前　期
１．自分の中の多様な日本語学習動機と目的　　を確認す
る。
２．東アジア詩歌比較でそれぞれの特質を知る
３．Ｊ－ＰＯＰ春歌で味わう日本語の表現
４．「すみません」　語彙の読みと意味
５．　　同　　　　　音読と読解
６．　　同　　　　　文法理解と文型作文
７．　　同　　　　　敬語
８．お気に入りクールジャパン紹介１
９．お気に入りクールジャパン紹介２
10.映像資料を使った聴き取り練習１
11.映像資料を使った聴き取り練習２
12.上級文法（こと～、～ながら）習得
13.上級文法（ところで・ところを・ところに）
14.地域文化、博多方言のスキット
15.資料をもとに論文構成を理解する

後　期
１．特殊音をもつ二字漢語の読み方の規則
２．清音と濁音が対立する漢語の読みの規則
３．「ハローワークって何だ」語彙の読み
４．　　同　　　　　文法理解と文型作文
５．「良好vs旅行」ーうの有無ミニマルペア
６．ドラマによる対話・会話の聴き取り１
７．ドラマによる対話・会話の聴き取り２
８．日本社会の光と影１
９．日本社会の光と影２
10.「ら抜きは手抜きか」音読と読解
11.上級副詞（てっきり、めっきり。どっと…　）
12.上級文法（ものの・もので・ものを）習得
13.ことばと文化
14.説明文の各国語翻訳ー使用語彙の違いに着目
15.翻訳解説と後期の総まとめ



2019-SJ00009873-01日本語ⅡＡ「留学生」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・１時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限,　2020/01/16　２時限　　

清水　りえ子

◎－－－　概要　－－－◎

前期は、大学の講義やゼミで口頭発表をするのに必要な日本語表現
や構成を学習した上で、自分で決めたテーマについて調査し、実際
に発表をします。 また、議論をする力と論理的思考力をつけるため
の練習としてディベートも行います。
後期は、大学の講義やゼミで課されるレポートや論文を書く時に必
要となる日本語表現や構成を学習し、論理的・客観的な文章を書く
練習をした上で、自分が興味のあるテーマについて実際にレポート
を作成していきます。
前期は特に話す力と聞く力の強化を、後期は書く力と読む力の強化
を図り、一年間で話し言葉と書き言葉の使い分けや各課題に適した
言語スタイルを学習します。同時に、論理的な思考力、構成力、表
現力をつけていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

口頭発表に適した話し言葉や表現を使い、論理的な構成で発表がで
きる。(技能)

口頭発表に必要なレジュメやパワーポイントを適切に作成できる。
(技能)

聴衆からの質問やコメントに対応できる。また、口頭発表を聞いて
内容を理解し、質問やコメントができる。(技能)

討論で主張を正しく伝え相手を納得させること、相手の話を正しく
理解することができる。(技能)

レポートや論文に適した文体、語彙や表現を使い、論理的な構成で
文章を書くことができる。(技能)

客観的に物事を説明する文章や、客観的な根拠を示した上で一貫性
のある主張を述べる文章を書くことができる。(技能)

パソコンで適切な形式のレポートを作成することができる。(技能)

自分でテーマを見つけ、調べ、考え、まとめることができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

※以下の学習時間は目安であり、個々の日本語力、授業中の進度、
内容により大きく異なります。

〔前期〕
2～5週：語彙の予習（15分程度）
6～11・12週：調査発表準備（1時間程度）
8～14・15週：ディベート準備（30分程度）

〔後期〕
作文やその他課題、作文直し、レポート（1時間程度）

前・後期とも、授業内容の復習や授業中に終わらなかった課題を次
の授業までにしておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により総合的に評価しま
す。
平常点（課題、口頭発表、提出物、レポート、教室活動への参加
度、授業態度や学習意欲など）：60％
定期試験：40％

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントと生教材（新聞、本、ドキュメンタリー番組な
ど）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

日本語ⅠA・ⅠBを受講していなくても受講が認められる
ことがあります。また、ⅡBとペアでなくても履修するこ
とができます。2年生だけでなく、3年生、4年生も履修で
きます。
授業には出席するだけでなく、教室活動に積極的に参加
し、課題はきちんとしてください。課題の提出期限は守る
こと。
欠席が多いと課題ができず、その分平常点が低くなるの
で、気を付けましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

※履修者の人数やレベルにより、授業内容・進度を変更す
ることがあります。

前期
1. ガイダンス（授業の説明）
　  自己紹介
2. 発表の仕方①（基本と全体の流れ）
3. 発表の仕方②（序論）
4. 発表の仕方③（本論　＋データ説明の仕方）
5. 発表の仕方④（結論　＋データ説明の仕方）
6. 調査発表の説明　発表原稿とPPTの作り方①
7. 調査発表準備①　発表原稿とPPTの作り方②
8. 調査発表準備②　ディベートの説明
9. 調査発表準備③　ディベート準備①
10. ディベート準備②
11. 発表①
12. 発表②
13. 発表フィードバック　ディベート準備③
14. ディベート①
15. ディベート②　前期のまとめ

後期
1. ガイダンス（授業の説明）　
　　文章を書く時の注意
2. レポート・論文の文体と表現
3. 説明文①
4. 説明文②
5. 説明文③
6. 主張を述べる文①
7. 主張を述べる文②
8. 主張を述べる文③
9. レポート①　レポートの説明
10. レポート②　レポートの構成と表現
11. レポート③　レポートの書式　図表説明の表現
12. レポート④　個別指導
13. レポート⑤　中間報告と個別指導
14. レポート⑥　レポートの要旨作成
15. レポートのフィードバックと後期のまとめ



2019-SJ00009874-01日本語ⅡＢ「留学生」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・４時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限,　2020/01/23　５時限　　

清水　りえ子

◎－－－　概要　－－－◎

前期は将来日本または日本企業で仕事に就こうとする時に必要とな
る日本語（就職活動のための日本語）の導入として、正しい日本語
での自己PRの仕方や履歴書の書き方、資料請求の仕方、面接の受け
方などの勉強をします。また、日本のビジネス習慣、企業文化に関
するトピックをいくつか選んで意見交換をし、企業文化への理解を
深め、将来実際に問題に遭遇したときに考え対処していけるように
します。
後期はビジネスシミュレーションの活動を通し、ビジネスシーンで
の文書作成やコミュニケーション(ビジネスメールや電話）、プレ
ゼンテーションの練習をし、ビジネス日本語の基礎が身に付くよう
にします。
前期・後期を通して「聞く・話す・読む・書く」の四技能を総合的
に使い、運用力、コミュニケーション力を強化すると同時に、場面
や相手に応じた正確な表現と適切な言語スタイルの学習もします。
また、毎週新聞記事やニュースに触れることで、時事用語の習得・
強化を図るとともに、日頃から時事問題に関心を持ち、それについ
て自分の意見が持てるようにします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の就職活動制度や実際の進め方を知っている。(知識・理解)

日本で、または日本企業に就職するために必要な日本語が身に付い
ている。（効果的で説得力のある自己PR 文が書ける。履歴書やエ
ントリーシートが正しく作成できる。面接のマナーやスキルが身に
ついている。資料請求やその他必要な問い合わせなどができる。）
(技能)

日本のビジネス習慣や企業文化を理解している。(知識・理解)

ビジネス日本語の基礎が身についている。（簡単な企画書が書け
る。簡単なビジネスメールが書ける。簡単なビジネス電話ができ
る。簡単なプレゼンテーションができる。）(技能)

日本語で協力しあってグループ作業が進められる。(態度・志向性)

日頃から時事問題に関心を持ち、新聞を読んでいる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

※以下の学習時間は目安であり、個々の日本語力、授業中の進度に
より大きく異なります。

時事問題の宿題（1時間程度）

課題（30分～1時間程度）
〔前期〕
3～7週：自己分析や自己PR文
9週：資料請求メール
10週：履歴書やエントリーシート
〔後期〕
2～5週：企画・企画書
7～8週：ビジネスメール
11～13週：プレゼンテーション準備

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により総合的に評価しま
す。
平常点（提出物、課題、教室活動への参加度、授業態度や学習意欲
など）：60％
定期試験：40％

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントと生教材（新聞、雑誌、広告、パンフレット、
ウェブサイトなど）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

日本語ⅠA・ⅠBを受講していなくても受講が認められる
ことがあります。また、ⅡAとペアでなくても履修するこ
とができます。2年生だけでなく、3年生、4年生も履修で
きます。
授業には出席するだけでなく、教室活動に積極的に参加
し、課題をきちんとしてください。提出物の締め切りは守
ること。
欠席が多いと課題ができず提出物も出せないため、その分
平常点が低くなるので、気を付けましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

※履修者の人数、レベル、ニーズや興味により、授業内
容・進度を変更することがあります。

前期
1. ガイダンス（授業の説明）　
　 就職活動についての導入
2. 就職制度について知る
3. 自己分析と自己PR(1)　企業文化①
4. 自己分析と自己PR(1)　
5. 自己分析と自己PR(2)　企業文化②
6. 自己分析と自己PR(2)
7. 自己分析と自己PR(2)
8. 求人票を見る、資料請求・問合せをする（電話）　
　 企業文化③
9. 資料請求・問合せをする（Eメール）
10. 履歴書・エントリーシートを書く
11. グループディスカッション①　企業文化④
12. グループディスカッション②　企業文化⑤
　　 就職活動について考える①（映画）
13. 就職活動について考える②（映画）
14. 面接のマナーと練習
15. 模擬面接　前期のまとめ

後期
1. ビジネスシミュレーションの説明と導入
2. シミュレーション設定（企画）
3. 広告文の日本語
4. 企画書の作成
5. 意見交換と企画書の見直し
6. ビジネスメール①
7. ビジネスメール②
8. ビジネスメール③
9. ビジネス電話①
10. ビジネス電話②
11. ビジネス電話③　プレゼンテーション準備①
12. プレゼンテーション準備②
13. プレゼンテーション準備③
14. プレゼンテーション
15. 後期のまとめ


