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*The delivery mode is subject to change due to various reasons.

Tue. Thur./13:00 - 14:30

KOMORI, Chikae

Practical use of grammar based on the contents learned in the grammar class.

(1)　Students will be able to communicate orally in everyday situations in and around 

the university.

(2)　Students will learn how to listen and communicate using basic grammatical patterns, 

expressions and vocabulary.

Following activities:

(1) Review of “Minna no Nihongo II” (L26 – L36)

(2) Conversation practice (role play, communication games etc…)

 Ex,　Asking a favor / Stating your own desire / Explaining(e.g.rules)

(3) Listening and pronunciation practice

(4) Making a presentation   

Homework will be given by the instructor.

Classroom performance 55%, Final exam 45%

Materials will be provided by the instructor. 

Minna no Nihongo II, Second Edition, Honsatsu, 3A Corporation

(978-4-88319-664-7, 2,500 yen + tax) 

・This class is designed for those who have completed the lexical and grammar items 

covered in Minna no Nihongo I  to Lesson 25. 

・It is a requirement that students attend “Introductory Japanese Grammar 3” in the same 

quarter, or have finished “Introductory Japanese Grammar 3” in the past.

・Students are expected to attend all classes (2 classes per week).  

・The above schedule is subject to change according to the number of attendees and the 

progress of the course.

Introductory Japanese Communication 3Subject

Course Delivery Mode

Time(s)
Instructor(s)
Course Objectives
Course Goals

Course Schedule

Homework
Grading System
Textbooks

Additional Information

対面
※様々な理由により授業形式が変更となることがある。
火・木／13:00～14:30
小森　千佳江
文法クラスで学んだ内容をもとに、実際の使い方を練習する。
（1）大学内外の身近な場面で伝えたいことが伝えられる口頭表現能力を身につ

ける。
（2）「初級文法３」で学ぶ文法を活用して、実際に話したり聞いたりできるよ

うにする。
「初級文法３」の進度に合わせて、次のことを行う。
（1）『みんなの日本語Ⅱ』の復習
　・第26課～第36課の練習C、会話
（2）応用練習（ロールプレイ、コミュニケーションゲームなど）
　・頼む
　・希望を述べる
　・説明するなど
（3）聞くトレーニング・発音レッスン
（4）プレゼンテーション
クラスの中で教員が別途指示する。
平常点55％、期末テスト 45%
担当者が作成したプリントなどを配布する。
『みんなの日本語 初級Ⅱ第２版 本冊』スリーエーネットワーク
（ISBN:978-4-88319-664-7、2,500円＋税）
・『みんなの日本語Ⅰ』の25課までの文法、語彙を勉強した学生を対象とする。
・必ず「初級文法３」クラスを一緒にとっているか、過去に「初級文法３」ク

ラスに合格していなければならない。
・週に２日、必ず出席すること。
・受講人数、進み方などによって、スケジュールは変更される場合がある。

初級口頭表現3
しょきゅう こうとうひょうげん

科　　目

授業形式

曜日／時間
担 当 者
授業の目標
到達目標

授業計画

準備学習
成績評価の基準と方法
テキスト・教科書

備　　考

か もく
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