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This course is for those who will conduct job-search activities or intend to work using 

Japanese.  

The aim of this course is to acquire the required knowledge in business scenes and the 

communication skills.

You can understand business society in Japan.

You can behave appropriately in business scenes.

(1) Understanding of business society in Japan

(2) Business communication

As for details, please refer to the Japanese syllabus.　

Teachers will give instructions to students in class as necessary.

Quiz 10% Assignment 20% Mock interview 20% Presentation 30% Classroom 

performance 20%

Materials will be provided by the instructor.

Attendance at the first session is mandatory because students are supposed to take a test 

to check their levels.
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ビジネス日本語

水・金／16:30～18:00

富田　麻知子、水谷　圭子
日本での就職、日本語を使ってビジネスの世界で活躍することを考えている留
学生を対象に、必要な知識、ビジネスコミュニケーション力の習得・養成を目
指す。
日本におけるビジネス社会を理解し、ビジネス場面に適切な行動をとることが
できるようになる。
（1）ビジネス社会理解
・日本企業に関する基礎知識・日本の企業文化・日本における就職活動事情・

業界分析の方法などについて学ぶ。
・主体的に考え行動し、チームワークで働く能力を養う講義、個別練習、グルー

プワークを行う。
・チームで働く力を養うために、業界分析・企業分析の手法を用い、業界分析

のプレゼンテーションを行う。
（2）ビジネスコミュニケーション
・敬語、メールの書き方、就職活動やインターンシップに必要な話し方やマナー

などについて学ぶ。
・主に口頭表現能力を高める練習を行う。
・集団面接の流れやポイントなどを具体的に把握するために模擬面接を行う。
授業中に教員が別途指示する。
・70％以上、授業に出席した者を評価の対象とする。
・敬語クイズ 10％、課題 20%、模擬面接 20%、プレゼンテーション 30％、
　平常点 20％。
担当者が作成したプリントを配布します。
・日本語能力が上級の学生を対象とする。初級・中級レベルの学習者の受講は

認めない。プレイスメントテストおよび最初の実力判定テストの結果によっ
ては、受講できないことがある。

・第1回目の授業に実力判定テストを行うので、受講希望者は必ず出席すること。 
第1回目の授業を欠席した学生は受講を認めない。

・週2日の授業の両方に出席できない場合は受講が認められない。
・無断欠席、遅刻、早退は厳禁とする。
・授業時間以外での準備が必要な場合がある。 
・「ビジネス日本語」は学部生も受講可能。
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とみ た ま　ち　こ みずたに けい  こ

　　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
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