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This course aims to have students understand concise facts, and thereby select necessary 

information and use it.

Students will acquire the ability to:

(1) listen to a significant lengths of speeches and dialogues, obtain necessary information 

and organize it; and

(2) read a significant lengths of sentences, gain necessary information and organize it. 

Lessons encompass a number of materials students are likely to come across in daily life 

and campus life, focusing on student-centered mini-projects.

Students will engage in:

(1) collecting familiar advertisements and fliers to gather information necessary for life;

(2) developing and organizing a travel plan in a group based on information on the 

Internet.

(3) reading newspapers on the Internet, interpreting easy news coverage and figuring out 

the crux of the news.

With the process of completing projects regarded as part of learning activities, 

extracurricular activities including data collection and group discussions will be given to 

students as assignments every class.

In addition, students are required to prepare for lessons, such as confirming kanji 

readings and word meanings in lesson handouts delivered before class.

Outcomes of project activities: 50%; assignments other than projects: 40%; preparation 

for lessons and attendance:10% 

Handouts will be delivered in each class when needed.

- Students must take the Intermediate Comprehension (basic) 1 class simultaneously or

 must have passed the same class in the past.

- Students are required to bring their own dictionary to class without fail.

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

 progress of the course.

- Students may be suggested to change a class with a different level based on the 

instructor’s judgement.
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オンライン
※様々な理由により授業形式が変更となることがある。
金／10：30～12：00
水谷　圭子
簡潔な事実関係の内容を理解した上で、必要な情報を選択し、利用することが
できる。 
（１）ある程度まとまった発話や会話を聞き、必要な情報を得、まとめること

ができる。
（２）ある程度まとまった文章を読んで、必要な情報を得、まとめることがで

きる。 
授業は、日常生活や大学生活で接する機会のあるものを教材として多く採用し、
以下のような学生主体のミニ・プロジェクトの成果物作成を中心として構成さ
れる。
（１）身近な広告やチラシなどを集め、生活に必要な情報を収集する。
（２）インターネットの情報を元に、グループで旅行計画を立て、まとめる。
（３）インターネットからの新聞の音読や、簡単なニュース報道の読解から、

ニュースの主要部分を理解する。
プロジェクトを完成させる過程を学習活動の一環とみなすため、資料集めやグ
ループでの討議など、授業外での活動が課題としてほぼ毎回課される。
また、授業前に配布された授業用プリントの漢字の読みや語彙の意味の確認な
ど、予習も必要である。
プロジェクト活動の成果物 50％、プロジェクト以外の課題 40％、予習を含む授
業準備や参加度 10％
必要に応じて、その都度ハンドアウトを配付する。
・必ず「中級理解（基礎）１」クラスを一緒にとっているか、過去に「中級理

解（基礎）１」クラスに合格していなければならない。
・授業には、辞書を必ず持参すること。
・授業内容は受講者などで変更する場合がある。
・担当教員の判断で異なるレベルのクラスへの移動を促されることがある。
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