
A: Mon. Wed./ 13:00 - 14:30     B: Tue. Thur./ 10:30 - 12:00

A: FUJIWARA, Asa     B: FUTAMURA, Toshiya

This course aims to have students fully understand concise facts.

Students will acquire the ability to:

(1) understand a significant number of speeches and dialogues by ear;

(2) read and make out a significant number of sentences;

(3) understand, from the bottom up, the content of the source based on the grammar, 

vocabulary and expressions used in it; and

(4) precisely figure out short sentences and speeches characterized by spoken words.

N3-N2 level materials are to be used. Students will engage in:

(1) reviewing basic grammar using textbooks;

(2) infallibly understanding by ear the items already learned and the traits of spoken 

words through dictation;

(3) grasping necessary information and points, understanding the outlines of their 

contents, writing out vital points as itemized lists, and paraphrasing sources by 

listening to explanatory monologues of a few paragraphs, as well as by reading 

explanatory sentences of a few paragraphs and simple essays.

(4) reading materials aloud and summarizing them; and

(5) confirming new words, expressions and grammar covered in used materials.

Students are required to:

- submit assignments in each class without fail; and

- prepare for quizzes in each class without fail.

Assignments: 20%; quizzes: 20%; mid-term exam: 30%; end-of-term exam: 30%

- Shin-Wakuwaku Bunpo Risuningu 100 [1]・[2], Bonjinsha

 (ISBN:978-4-89358-919-4 / 978-4-89358-920-0)

- (Kanji reference book: The following book is recommended to purchase for those who 

want to learn kanji up to N3. The kanjis in this book are given in the quizzes in each class.

Ninongo Gakushusha no Tame no Kanji 634, Hokkaido University Press 

(ISBN:978-4-8329-3408-5, 4,000yen＋tax))

- Handouts will be delivered in each class when needed.

- Be sure to bring a dictionary.

- Bring your ELMS ID and password.

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

judgement.
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A：月・水／13：00～14：30　B：火・木／10：30～12：00
A：藤原　安佐　B：二村　年哉
簡潔な事実関係の内容を、十分に理解することができる。
（1）ある程度まとまった発話や会話を聴いて理解することができる。
（2）ある程度まとまった文章を読んで理解することができる。
（3）使われている文法や語彙、表現にもとづいてボトムアップで理解すること

ができる。
（4）短文や話し言葉の特徴がある発話を正確に理解することができる。
使用する素材はN3～N2レベルである。
（1）テキストを使って初級文法の復習を行う。
（2）ディクテーションなどを通して既習項目や話し言葉の特徴を確実に聞いて

理解する。
（3）2、3段落の長さの独話による説明文やあるトピックについての会話を聞い

たり、2、3段落の説明文や簡単なエッセイを読んだりして、必要な情報やポ
イントをとらえる、内容の概要を理解する、重要な部分を箇条書きにして書
き出す、再構築して話す。

（4）使用素材を音読する、要約する。
（5）使用素材に出てきた新出語彙・表現・文法を確認する。
・毎回宿題を出すので必ず提出すること。
・毎回クイズを行うので必ず予習してくること。
宿題 20％、クイズ 20％、中間テスト 30％、期末テスト 30％
・小林典子他 『新・わくわく文法リスニング100 [1]・[2]』
　凡人社  (ISBN:978-4-89358-919-4／978-4-89358-920-0)
・（参考図書：以下のテキストは、Ｎ３までの漢字を学習したい人に購入を勧

める。毎回のクイズにも出題される。
　『日本語学習者のための漢字634』北海道大学出版会
　（ISBN:978-4-8329-3408-5、4,000円＋税））
・その他、必要に応じてハンドアウトを配布する。
・辞書を必ず持ってくること。    
・ELMSのIDとパスワードを持ってくること。
・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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