
  

 

日本語 STEP UP講座 

東洋大学 外国人留学生のための 

「わかる」から「できる」日本語を学びませんか 

開講期間：2021年５月１０日（月）～7月１６日（金） 

申込期間：2021年４月１日（木）～２５日（日） 
        先着順で受付します。定員に達した場合は受講できない場合もあります。 
受講料  :8,500円 
申込方法：専用フォームから申込 

        https://forms.gle/SM54qRxiNrhLgzyH8 

                                         申込後、カウンセリングが必要です。 

無料 

少人数 

初級から上級までの１３プログラム 

＜目的別プログラム例＞ 

 ・就活で N1が必要 ☑「JLPT クラス」 

 ・うまく自分を表現したい ☑「就活日本語」 

 ・会社で使う敬語が知りたい ☑「敬語トレーニング」 

 ・会話に自信がない ☑「日本語コミュニケーション」 

                 ☑「スピーチ＆ディスカッション入門」 

 ・間違えて覚えてしまった文法を直したい ☑「中上級話者の文法」 

 ・上級話者になりたい ☑「中上級会話」 

 ・日本語の運用能力を向上したい ☑「上級会話」 

2021春 

オンラインで開講 

東洋大学日本語講座／TOYO UNIVERSITY JAPANESE PROGRAM 
電話：03-3945-4263 Email：ml-lc@toyo.jp 



 

      1 回 90 分×10 回講座。1 クラス 10 名以下の少人数クラス。（最低開講人数 2 名以上） 

                JLPT 対策に特化したクラスです。受験予定級のクラスを受けてください。 

コース番号 SG-9 対象 

レベル 

N4 レベル 

N3 受験予定の人 コース名 N3 対策 

概要 N3 合格を目指して、文法を中心に勉強します。日常的な場面で使われる例文を多く使用して、文

法の理解を深めます。毎週読解問題を課題として解き、フィードバックを丁寧にすることで読解対

策も行います。 

使用テキスト 『N３文法スピードマスター』 
 

コース番号 SG-10 対象 

レベル 

N3 レベル 

 コース名 N2 対策（文字語彙・文法） 

概要 「今まで N2 の文法を勉強したことがない」「自分で文法を勉強したけど用法の違いがよくわから

ない」という人ための講座で、文法の用法を丁寧に解説します。毎回、文字語彙のテストを行い、

フィードバックをすることで文字語彙の理解を深めます。 

使用テキスト 『ドリル＆ドリル日本語能力試験 N２ 文字・語彙』 
 

コース番号 SG-11 対象 

レベル 

N3 レベル 

コース名 N2 対策（読解・聴解） 

概要 JLPT テストの中で「読解・聴解」が苦手な人のための講座です。テスト問題の形式ごとのポイン

トを解説します。ポイントを理解した後、多く問題を解くことで理解を深めます。 

使用テキスト 『日本語能力試験問題集 N2 読解スピードマスター』 
 

コース番号 SG-12 対象 

レベル 

N2 レベル 

 コース名 N1 対策（言語知識・読解） 

概要 日本語能力試験の N1 にまだ合格していない N2 レベルの学生を対象とし、文法、語彙、読解の練

習を中心に行い、また、問題の解き方なども検討する講座です。※あくまでも N2 レベルの学生を

対象とするが、N1 の試験を受けて合格はしたが、スコアは 110 点以下で、もっと勉強したい学生

も申請可能です。ただし、カウンセリングをして受講の可否を決めます。 

使用テキスト 『JLPT 日本語能力試験ベスト模試 N1』 
 

 

コース番号 SG-5 対象 

レベル 

N2 レベル 

コース名 中上級話者の文法 

概要 「日本語が上手ですね」と日本人に褒められるが、きちんと話そうとすると、あるいは言いたいこ

とを文章にして書こうとするといつも同じ箇所で間違えたり、どれを使えばよいかわからずに迷

ったりしませんか。それを「化石化」と言います。日本語のその化石化した部分を一緒に見つけて、

一緒に直してみませんか。そう思っているあなたに最適の講座です。 

内容例 「ドアが開いている」「ドアが開けてある」「ドアを開けている」う～ん、あれ？！違うの？ 

本当はどうなっているんでしょうか。事例を使って理解し、整理していきましょう。 

使用テキスト オリジナルテキスト 

申込は1名2コースまで 



 

コース番号 SG-7 対象 

レベル 

N2、J3 以上 

※学部２年生以上 コース名 就活に役立つ日本語  

概要 就職活動全般について知りたい方が対象です。前半はグループディスカッションを中心に行いま

す。様々なテーマに取り組み、留学生が苦手とする合意形成にチャレンジします。後半は自分と社

会への理解を深めて表現します。最終日に学習成果をプレゼンテーションで表しましょう。 

 

授業内容例 「リクルートスーツは必要か？」－「必要！」「不必要！」意見が二分したまま着地しません。グ

ループ内でいかに意見を統一すればよいでしょうか。ぜひ講座で体験してみてください。 

使用テキスト オリジナルプリント 
  

コース番号 SG-8 対象 

レベル 

N1、J2 

※学部 3 年生以上 コース名 実践就活日本語〈上級〉  

概要 前半はグループディスカッションを中心に行います。二者択一型、自由討論型、課題解決型など

様々なパターンのテーマに取り組み、留学生が苦手とする合意形成にチャレンジします。後半は自

分と社会への理解を深めて表現します。最終日に学習成果をプレゼンテーションで表しましょう。 

 

授業内容例 「電気自動車を普及させるには?」－みんなの意見がばらばらでまとまりません。こんなときはど

うしたらよいでしょうか。ぜひ講座で体験してみてください。 

使用テキスト オリジナルプリント 
  

                  CEFR のレベルは講座案内 PDF 版の付録１で確認してください。 

コース番号 SG-1 対象 

レベル 

A1-A2（CEFR）初級文法を勉強したけれど、話しか

け方や、会話の続け方がわからない人 コース名 日本語コミュニケーション 

概要 日本語を話すとき、いつも「です・ます」を使っていませんか？あいさつをしたあと、何を話しま

すか？忙しそうな人に声をかけるとき何といいますか？この講座では相手や状況に応じた様々な

会話表現を学習します。大学生活や日常生活のいろいろな場面を想定したロールプレイを行い、日

本語でのコミュニケーションを楽しみましょう。 

授業内容例 ・エレベーターで先生に会いました。・「そのかばん、すてきですね。」とほめられました。・友だち

を映画に誘いたいです。このような場面や相手に応じた会話を考えて話す練習をします。 

使用テキスト オリジナルプリント 
  

コース番号 SG-2 対象 

レベル 

A2-B2（CEFR） 

敬語の用法を練習したい人 コース名 敬語トレーニング 

概要 会社で使われる敬語を練習して使えるようになりたい人のための講座です。ビジネス会話の基礎

となる敬語の文型・表現を場面ごとに理解し、シャドーイングやロールプレイを行うことで使える

ように練習します。 

 

授業内容例 ・尊敬語と謙遜語の使い分け理解／練習する 

・依頼する相手や内容によって言い方を変えられる 

・目上の人にていねいに断ることができる 

使用テキスト 『新・にほんご敬語トレーニング』 



コース番号 SG-3 対象 

レベル 

A2-B1（CEFR）会話に自信がない人や言いたいこと

がうまく言えない人 コース名 スピーチ＆ディスカッション入門 

概要 スピーチ・ディスカッション・ディベートをする時の型（表現）を練習する講座です。「会話に自

信がない」「言いたいことがうまく言えない」という人も型を練習することで自分の意見をわかり

やすく相手に伝えられるようになります。各話題に関する語彙も増やすことができます。 

授業内容例 ・身近な話題についてスピーチする。 ・ディスカッション／ディーベートに必要な表現を練習→

ディスカッション／ディーベートを実施 

使用テキスト オリジナルプリント 
 

コース番号 SG-4 対象 

レベル 

N2 以上、B1～B2（CEFR） 語彙・表現の幅を広げた

い人 具体的かつ詳細に説明する力をつけたい人 コース名 中上級会話 

概要 新しい語彙や表現を増やしながら「話す力」を伸ばすことを目指した講座です。毎回クラスで発表

しますので、スピーチ力も向上します。日常会話はそれほど問題ないけど、順序だてて説明できな

い、出来事や状況を詳細に説明できないという人にお薦めです。 

授業内容例 ・好印象を与える自己紹介をする・自分が体験したことについて話す・ストーリーを説明する 他 

使用テキスト 『上級話者への道―きちんと伝える技術と表現』 
 

コース番号 SG-6 対象 

レベル 

N2以上、B2～C1(CEFR) 物事を多角的に見る力を養

いたい人 論理的に話す力を向上させたい人 コース名 上級会話（ケーススタディ：ビジネス場面） 

概要 ビジネス場面で実際に生じたトラブルや摩擦を題材にしたケース（事例）を読み、問題点、原因、

解決方法をグループで話し合います。就活でも必要とされる問題発見、解決能力を養うと同時に、

ビジネスの背景にある文化や考え方の理解を深めます。少人数で学生が主体の授業です。この機会

に論理的に話す力、表現力を向上させましょう。 

授業内容例 元留学生 A さんは大学卒業後、志望していた日本の会社に就職したものの、日本人上司を怒らせ

てしまいました。「わたしの何が悪かったの？」皆さんも登場人物の立場に立って、多様な視点を

体感してみてください。 

使用テキスト オリジナルテキスト 
 

   1 回 40 分×10 回講座。それぞれの目的・目標・レベルに合わせて講座の内容を決定します。 

 

コース番号 SM-1 対象レベル はじめて勉強する人／初級、ゼロ~Ａ１。 

コース名 初級マンツーマン 内容・教材 カウンセリングして決定。 

 

  

受講者の声はこちら 

講座詳細はこちら 



 

 

 

相手がゆっくり話し、繰り返したり、言
い換えたりしてくれて、また自分が言
いたいことを表現するのに助け船を
出してくれるなら、簡単なやり取りをす
ることができる。直接必要なことやごく
身近な話題についての簡単な質問な
ら、聞いたり答えたりできる。  

単純な日常の仕事の中で、情報の直
接の やり取りが必要ならば、身近な
話題や活動について話し合いができ
る。通常は会話を続けていくだけの理
解力はないのだが、短い社交的なや
り取りをすることはできる。  

当該言語圏の旅行中に最も起こりや
すいたいていの状況に対処すること
ができる。たとえば、家族や趣味、仕
事、旅行、最近の出来事など、日常生
活に直接関係のあることや個人的な
関心事について、準備なしで会話に
入ることができる。 

流暢に自然に会話をすることができ、
母語話者と普通にやり取りができる。 
身近なコンテクストの議論に積極的
に参加し、自分の意見を説明し、弁明
できる。  

ことばをことさら探さずに流暢に自然 
に自己表現ができる。社会上、仕事
上の目的に合ったことば遣いが、意
のままに効果的にできる。自分の考え
や意見を正確に表現でき、自分の発
言を上手に他の話し手の発言に合わ
せることができる。 

どこに住んでいるか、また、知っている
人たちについて、簡単な語句や文を
使って表現できる 

家族、周囲の人々、居住条件、学歴、
職歴を簡単なことばで一連の語句や
文を使って説明できる。 

簡単な方法で語句をつないで、自分
の経験や出来事、夢や希望、野心を
語ることができる。意見や計画に対す
る理由や説明を簡潔に示すことがで
きる。物語を語ったり、本や映画のあ
らすじを話し、またそれに対する感想・
考えを表現できる。 

自分の興味関心のある分野に関連す
る限り、幅広い話題について、明瞭で
詳細な説明をすることができる。時事
問題について、いろいろな可能性の 
長所、短所を示して自己の見方を説
明できる。 

複雑な話題を、派生的話題にも立ち
入って、詳しく論ずることができ、一定
の観点を展開しながら、適切な結論
でまとめ上げることができる。 C1 

B2 

B1 

A2 

A1 

やりとり 表現 

付録１ 

「CEFRの自己評価表（技能別）話すこと」 

参考資料 Council of Europe（2008）『外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』初版第二刷、吉島茂、大橋理枝（訳、編）、朝日出版社 

参考資料 Council of Europe（2008）『外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』初版第二刷、吉島茂、大橋理枝（訳、編）、朝日出版社 


