
 

 

 

  

 

少人数 
オンライン 

＜目的別プログラム例＞ 

・はじめて日本語を学習する ☑「初級会話クラス」 

   ・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」 

・会社で使う敬語が知りたい ☑「敬語トレーニングⅠ」 

・日本語の運用能力を向上したい  

☑「上級ビジネスコミュニケーション」   

・JLPT試験に合格したい   ☑「JLPT クラス」 

・間違えて覚えてしまった文法を直したい  

☑「みんなの文法」 

・うまく自分を表現したい    ☑「話そう・伝わる日本語Ⅰ」 

2022 春 JV-Campus 

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

初級から上級までの１３プログラム 

 

開講期間 ：2022年 5月 9日（月）～7月 15日（金） 
講座回数 ：全 10回講座（週 1回×10週間） 

申込期間 ：2022年 4月 1日（金）～4月 24日(日) 
                先着順で受付します。定員に達した場合は、期間前でも申込終了する場合があります。 

募集コース：全 13コース ※変更となる場合もございます。 
受講料    :8,000円/1コース ※一人 2コースまで申込可。 
申込方法  ：専用フォームから申込 

           https://forms.gle/JNt8oNMWymRWpWvz5 

 

※ライブ配信型講義、開講時間帯に受講できない方は申込できません。 

※9割以上出席した方には、修了証を発行します。 

外国人のための 

日本語 STEP UP講座 

「わかる」から「できる」日本語を学びませんか 

https://forms.gle/JNt8oNMWymRWpWvz5


 

 

          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） 

 

 

コース番号 SG-1 対象レベル ゼロ-A1 

コース名 初級会話 

概要 日本語をはじめて勉強する人のための会話クラスです。「聞く、話す」を中心に日本の生活や文化に触れながら楽しく勉強しま

しょう。 

授業内容例 ・わたしのかぞく ・にほんのいえ ・なにがすきですか ・わたしのいちにち 

使用テキスト 『まるごと』入門Ａ１りかい 
 

コース番号 SG-2 対象レベル  A1-A2 レベル（CEFR） 

「話しことば」が苦手な人 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？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、特にカジュアルな場面で自然なコミュニケーションができるように練習します。 

授業内容例 ・あいさつの後に話をつづける ・手続きに従って頼む、誘う ・共感の気持ちを表す 

使用テキスト オリジナルプリント 
 

コース番号 SG-3 対象レベル A2-B1 レベル（CEFR） 

人前で話すのが苦手 

自分の意見がうまく伝えられない人 

コース名 スピーチ＆ディスカション入門 

概要 「人前で話すのが苦手」「自分の意見がうまく伝えられない人」のためのスピーチ・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。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練習します。毎回発言練

習をすることで日本語を話すことに自信が持てるようになります。＊毎回スピーチ原稿などの課題あり 

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 ・ミニディーベートを実施 

・ディーベートに必要な表現練習→ディスカッション 

使用テキスト オリジナルプリント 
 

コース番号 SG-5 対象レベル B2～C2 レベル（CEFR) 

やや高度で複雑な内容について話したい人 コース名 スピーチ＆ディスカッション上級 

概要 日本語上級者ためのスピーチ実践コースです。構成、日本語表現、話し方、非言語コミュニケーションを確認したらスピーチ練

習を繰り返し行い、さらなる上達を目指します。希望者には、スピーチやプレゼンのイベントで成果発表の機会を設けていま

す。 

授業内容例 ・文化・社会に関するスピーチをする ・スピーチの内容から気づいた問題点について討論する 

使用テキスト オリジナルプリント 
 
   
   
   
   
 

  

申込は1名2コースまで 

CEFR のレベルは付録 1 で確認してください 



 

 

 

  

コース番号 SG-6 対象レベル A2-B2 レベル（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Ⅰ 

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。※テキストの購入が必須です。 

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-7 対象レベル  N1 

コース名 実践就活日本語 使用テキスト オリジナルプリント 

概要 前半はグループディスカッションが中心です。様々なパターンのテーマに取り組み、チームで導いた結論を簡潔に発表できるよう

練習を行います。後半は自分と社会への理解を深めながら、面接に備えたスピーキング力の強化を目指します。 
 

コース番号 SG-8 対象レベル N1 

コース名 上級ビジネスコミュニケーション 使用テキスト 『ビジネスコミュニケーションのためのケース学習 2』 

概要 グローバルな環境で多様な人々と仕事をする中で生じる摩擦や衝突の問題に対応するため、異文化理解を深めながらビジ

ネスコミュニケーションを学びます。また、毎回ディスカッションと発表を行いスピーキング力の強化を目指します。※テキストの購

入が必須です。 
         

コース番号 SG-10 対象レベル N4 

コース名 N3 対策（文法・語彙） 使用テキスト 『N3 文法スピードマスター』 

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。ま

た、毎週テーマごとに語彙の課題を出し、クイズを行うことで定着するようにします。※テキストの購入が必須です。 

※(仮)火曜日の時間帯で申込された方は、赤羽台(INIAD)キャンパスでの対面レッスンもお選びいただけます。 

コース番号 SG-11 対象レベル N3 

コース名 N2 対策（文法） 使用テキスト オリジナルプリント 

概要 今まで N2 の文法を勉強したことがない人、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のための講座で

す。文法の用法を理解し、類似する文法の違いに対する理解も深めます。 
 

コース番号 SG-12 対象レベル N3 

コース名 N2 対策（読解・聴解） 使用テキスト 『日本語能力試験 N2 読解 必修パターン』 

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。JLPT テスト問題の形式ごとに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。※テキストの購入が必須です。 
 

コース番号 SG-13 対象レベル N2 

コース名 N1 対策（言語知識・読解） 使用テキスト 『JLPT 日本語能力試験ベスト模試 N1』 

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、文字・語彙、文法、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していますが、N1 の試験を受けて合格

はしたもののスコアは 110 点以下の学生や、もっと勉強したい学生も申込可能です。ただし、カウンセリングをして受講の可否

を決めます。※テキストの購入が必須です。 

 

 

ビジネス・就活 CEFR のレベルは付録 1 で確認してください 

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-14 対象 

レベル 

N2 

コース名 みんなの文法 

概要 大学に入学して授業を受けてみたら、やはり日本語の基礎がまだちゃんとできていない、あるいは３，4 年生になったけれど、

日本語力がたりない、文法の間違いがよくあると指摘され、悩んだりしたことがありませんか。その基礎的な部分がまだたりない

あなたのためにこのような講座を準備しました、恥ずかしがらずその大事な忘れ物を丁寧に確認し、自ら取りにいきましょう。 

使用テキスト オリジナル教材 
 

コース番号 SG-15 対象 

レベル 

N3~N1 

コース名 話そう・伝わる日本語Ⅰ 

概要 正確な文法を身につけて、自信を持って日本語のアウトプットができるようになる講座です。文法を間違えるとどんな意味に取

られてしまうのかを知り、正しい表現を練習します。毎回発表や会話を通して正しい表現ができているか確認します。 自由に

日本語を使いこなせるようになりましょう。※テキストの購入が必須です。 

使用テキスト 『日本語文法ブラッシュアップトレーニング』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

文法・表現 

東洋大学グローバルサービス株式会社 HP 

過去受講者の声 

 

講座詳細はこちら 

 
東洋大学日本語講座 

この講座を通して、自分の日本語のコミュニケーション能力が向上したと思います。スピーチ力だけでなく、自分の意見を伝え

る力も身に着きました。スピーチ、グループディスカッション、ディベートなどいろいろなことをしました。私の日本語能力に役立

ちました。これからも頑張っていきたいと思います。 

自分の意見を述べることを学び、それに日本語で他の人と話し合うことができるようになりました。 このコースを受講後、日本

語で話すことに自信が持てるようになりましたが、まだ流暢には程遠いです。私が実際に考えていることをまだ完全に説明する

ことはできません。しかし、全体的に、私のスピーキングスキルは以前より良くなりました。このコースを受講出来て良かったで

す。 

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

https://www.tugs.co.jp/information/2022spring_stepup_out/
https://www.toyo.ac.jp/international-exchange/international/Jpl/stepup/


 

 

 

 

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 

「CEFRの自己評価表（技能別）話すこと」 

付録１ 

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 


