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

A: MIYAMOTO, Shiori     B: HIRATUKA, Mari

This course aims to enable students to understand content while changing how they read 

and listen to the source depending on the purpose and subject.

Students will acquire the ability to:

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

(2) read and understand a significant number of sentences in various categories;

(3) use various ways to read and listen to the source depending on purpose and content; and

(4) gain a solid understanding of the points of the source.

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

(1) reading descriptions, stories and comments of three or four paragraphs;

(2) listening to explanatory monologues and dialogues of three or four paragraphs by 

native speakers;

(3) seeking out necessary information;

(4) figuring out information and points;

(5) reading and listening to the source while seeing tables and figures;

(6) taking notes about what they have heard and organizing the content;

(7) reconstructing what they have read and talking about it;

(8) practicing ways of reading and listening to sources by using various strategies, such 

as predicting storylines or catching key words);

(9) reading aloud;

(10) reading rapidly; and

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

Students are required to:

- submit assignments without fail;

- prepare for quizzes in each class; and

- prepare for and review the designated part of the textbook without fail.

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

New edition: Speaking Skills Learned through Listening Japanese

 “Live”/Upper-Intermediate & Advanced Level /Kurosio

Students can be advised to move to other classes of different levels by the instructor.

Intermediate Comprehension (Basic) 2A／BSubject
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A：月・水／13：00～14：30　B：火・木／10：30～12：00
A：宮本　志織　B：平塚　真理
様々な目的や対象の種類に合わせて読み方・聞き方を変えながら、内容を理解
することができる。

（１）様々なジャンルの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）様々なジャンルのまとまった文章を読んで理解することができる。
（３）目的や内容に応じて様々な聞き方や読み方を使うことができる。
（４）内容のポイントを確実に理解することができる。
使用する素材はN2レベルである。

（１）３、４段落の長さの説明文・物語・意見文などを読む。
（２）３、４段落の長さの母語話者による説明などの独話や会話を聞く。
（３）必要な情報を探し出す。
（４）情報や要点を読み取る。
（５）図表などを見ながら読む・聞く。
（６）聞いた内容をメモして話しをまとめる。
（７）読んだ内容を再構築して話す。
（８）様々なストラテジーを使った読み方・聞き方を練習する。
　　（展開を予測する・キーワードをつかむなど）

（９）音読する。
（10）速読する。
（11）使用素材に出てきた新出語彙・表現・文法を確認する。
・宿題は必ず提出すること。
・毎回クイズを行うので準備してくること。
・指示された部分は必ず予習・復習してくること。
宿題 20％、クイズ 20％、中間テスト 30％、期末テスト 30％
新版『聞いて覚える話し方　日本語生中継　中～上級』　
ボイクマン総子・宮谷敦美・小室リー郁子　著、くろしお出版
・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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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

初

　級

ちゅうきゅう り  かい き そ

中

　級

Interm
ediate

中

　級

Interm
ediate

　　よう  び　　  じ かん

　　  たん　 とう　 しゃ

　　じゅぎょう　　　もく ひょう

　　　とう たつもく ひょう

　　  じゅぎょうけいかく

　　 じゅん び がく しゅう

せいせきひょうか　　  きじゅん　  ほう ほう

　　　　　　　 きょう　か　しょ

　　　 び　　　　 こう たんとうきょういん はんだん こと い  どう うなが

みやもと

げつ すい か もく

し おり ひらつか ま　り

あ よ かた き かた か ない よう り  かいしゅるいさまざま たいしょうもくてき

さまざま はつ り かいきわかいわ

さまざま かいりよぶんしょう

もくてき ないよう よ かた つかかたおう きさまざま

ないよう かくじつ り かい

し よう そ ざい

だんらく なが

だんらく なが せつめいぶん ものがたり い けんぶん よ

せつめい どく わ かい わ きしゃぼ わご

ひつよう じょうほう さが だ

じょうほう ようてん よ と

ず ひょう み よ き

き ないよう はな

よ ないよう さいこうちく はな

さまざま き れんしゅう

てんかい よ そく

かたつか かたよ

おんどく

そくどく

し よう そ ざい ぶんぽう かくにんひょうげんで いごしんしゅつ

しゅくだい かなら ていしゅつ

まいかい おこな じゅん び

し   じ ふくしゅうよ しゅうぶ  ぶん かなら

しゅくだい まつちゅうかん き

き おぼ はな かた に  ほん  ご なまちゅうけい ちゅう じょうきゅう

ふさ  こ みやたにあつ み こ むろ いく  こ ちょ しゅっぱん
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