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

A: KOBAYASHI, Yoshiko     B: SATO, Junko & DU, Changjiun

This course aims to have students understand written/spoken topics with long, 

complicated content geared to Japanese people.

Students will acquire the ability to:

(1) understand a significant amount of news, lectures and incomplete dialogues by ear;

(2) read long sentences from wider categories and understand them in detail; and

(3) appropriately adopt various strategies when reading and listening to the source.

This course is geared to learners of N2-N1 levels. Students will engage in:

(1) listening to lectures, news and complicated dialogues;

(2) reading multiple sources from various categories, such as newspapers, essays, 

editorials and novels;

(3) reading and listening to sources while thinking about sentence structure;

(4) reading and listening to sources while paying attention to the intentions of speakers 

and writers;

(5) reading necessary information from figures and tables;

(6) reading and listening to sources by adopting proper strategies such as scanning, 

skimming and predicting story lines when needed;

(7) adopting rapid reading or intensive reading as the occasion demands;

(8) summarizing and paraphrasing (rephrasing with their own words) what they have 

read and listened to; and

(9) figuring out necessary grammar, vocabulary and expressions.

Students are required to:

- submit assignments in each class without fail;

- take quizzes without fail each time a section is finished; and

- complete designated preparation and assignments before attending classes.

Assignments: 25%; quizzes: 25%; mid-term exam: 25%; end-of-term exam: 25%

- Ryugakusei-no-tameno Academic Japanese Chokai (Intermediate or Advanced Level) 

from Three A Network (ISBN: 978-4-88319-687-6: 2,000 yen + tax)

- Textbook(s) for reading comprehension will be announced in class. 

- Handouts will be delivered when needed. Be sure to file them in an A4 size file holder 

with two holes.

- Bring your own dictionary without fail.

- 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：小林　由子　B：佐藤　淳子、杜　長俊
日本人向けに書かれた／話された、ある程度長く複雑な内容をもったトピック
について、理解できるようになる。
（1）ある程度長いニュース・講義・不完全な会話などを聞いて理解できるよう

になる。
（2）より広いジャンルの長い文章を読んで、詳細に理解できるようになる。
（3）聞く・読むときに様々なストラテジーを適切に使えるようになる。
N2～N1レベルの学習者を対象とする。
（1）講義・ニュース・複雑な会話などを聞く。
（2）新聞・エッセイ・論説文・小説など、様々なジャンルのものを読む。
（3）文章の構成を考えて読んだり聞いたりする。
（4）話した人・書いた人の意図を考えて、読んだり聞いたりする。
（5）グラフや表から必要な情報を読み取る。
（6）必要に応じて、スキャニング・スキミング・展開の予測などの適切なスト

ラテジーを使って、読んだり聞いたりする。
（7）必要に応じて、速読と精読を使い分ける。
（8）読んだり聞いたりしたことについて、要約やパラフレーズ（自分の言葉で

の言い換え）をする。
（9）必要な文法・語彙・表現を理解する。
・毎回宿題を出すので必ず提出すること。
・１つのセクションが終わるごとにクイズがあるので、必ず受けること。
・指示された予習や課題は必ずしてから、授業に出席すること。
宿題 25％　クイズ 25％　中間テスト 25％　期末テスト 25％
・『留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解［中上級］』
　スリーエーネットワーク（ISBN: 978-4-88319-687-6、2,000円＋税） 
・読解のテキストについては初回の授業で指示する。
・その他に必要に応じてハンドアウトを配布する。A4の2穴ファイルを用意し、
　必ずファイルすること。
・辞書を必ず持ってくること。
・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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