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Tue. Thur./10:30 - 12:00

KOMORI, Chikae

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

Acquisition of basic Japanese for those who want to learn Japanese in intermediate level 

classes in the next semester.

Following activities:

(1)   Talking about personalities

(2)   Looking for an apartment 

(3)   Describe your symptoms

(4)   Asking about Japanese customs

(5)   Talking about discipline

(6)   Interview (Group work)

(7)   Presentation (Group work)

(8)   Applying for a trip

(9)   Making a request for information

(10) Talking about a pain in the neck

(11) Complain

Homework will be given by the instructor.

Classroom performance 50%, Final exam 50%

Materials will be provided by the instructor.

・ It is a requirement that students have finished “Introductory Japanese Grammar 4” in 

the past, or whose placement test results are at the Intermediate level.

・ 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.

Pre-Intermediate Japanese CommunicationSubject

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

Course Schedule

Homework
Grading System
Textbooks

Additional Information

火・木／10：30～12：00
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。
中級レベルの口頭表現を学習するために、初級レベルの口頭表現を整理する。
次の活動を行う。
（１）性格について話す
（２）不動産屋でマンションを探す
（３）病気の症状を説明する
（４）日本の習慣をたずねる
（５）しつけについて話す
（６）インタビュー（グループ・ワーク）
（７）プレゼンテーション（グループ・ワーク）
（８）パック旅行を申し込む
（９）奨学金についての情報を受ける
（10）困ったできごとを話す
（11）苦情を言う
クラスの中で教員が別途指示する。
平常点 50％、期末テスト 50％
担当者が作成したプリントなどを配布する。
・過去に「初級文法４」クラスに合格しているか、プレースメントテストの結

果が中級レベルでなければならない。
・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。

初中級口頭表現科　　目

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
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