
 

 

  

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

JV-Campus 

日本語 

STEP UP 講座 

2022 年 夏期講座 

Apply 

Now! 

担 当 講 師 ： 

開 講 期 間 ： 

申 込 方 法 ： 

申 込 期 間 ： 

受 講 料 ： 

2022年 8月 22日(月)～9月 16日(金) 

※講座によって開講期間が異なります。 

東洋大学日本語講師 

専用フォームから申込 

https://forms.gle/eTkcnDtXv1RXKtdm8 

2022年 7月 1日(金)～7月 15日(金) 

※先着順で受付します。定員に達した場合は、 

期間内でも受付終了する場合があります。 

コースによって異なります 

少人数制クラスで自分が苦手とする

日本語スキルを集中的に学べます 

受講者募集中 

https://forms.gle/eTkcnDtXv1RXKtdm8


 

 

 

 

 

  
 

コース名 【SMR-1】 中上級会話 対象レベル N2 

開講日時 8/25(木)・8/26(金) 13:00～15:00 対象 大学生・大学院生 

概要 留学生活で遭遇するトラブルや悩みを題材としたケース（事例）を読み、問題が起きた原因や解決方法をグループで話し合いま

す。大学生活やアルバイトなど留学生にとって身近なテーマを選びました。楽しく話しながら日本語運用能力を伸ばしましょう。

ちょっと視点を変えて考えてみると新たな気づきも生まれるはず！ 

開講方式 オンライン 

受講料 2,310円 
 

コース名 【SMR-2】 日本語でインターアクション!(会話＆メール)  対象レベル N3(中級程度) 

開講日時 8/30(火)・8/31(水)・9/1(木) 13:00～15:00 対象 大学生・大学院生 

概要 「自己紹介の後、話が続かなくて気まずくなった」「先生にメールで連絡するとき、どのように書いたらいいか困った」「店に電

話で問い合わせをしたとき、うまく伝えられなかった」皆さんは、こんな経験がありませんか？このコースでは、楽しく会話を続

ける方法や、メールの書き方、電話での問い合わせなどの表現を学び、実際にインターアクション（電話やメール）を行ってもら

います。楽しく話しながら、日本語力ＵＰを目指しましょう。※課題があります。 ※N1保有者は申込できません。 

開講方式 オンライン 

受講料 3,410円 

 

コース名 【SMR-3】 ドラマで学ぶ日本語 1 対象レベル N2以上 

開講日時 ①8/23(火) 13:00～15:30 

②8/24(水) 13:00～15:30 ※①と②は同じ内容です。 

対象 大学生・大学院生 

概要 ドラマを見て日常よく使われる語彙や表現を学びます。また聴解練習や会話練習も行う予定です。 

開講方式 対面（白山キャンパス） 

受講料 1,485円 
 

コース名 【SMR-4】 ドラマで学ぶ日本語 2 対象レベル N2以上 

開講日時 ①9/7(水) 13:00～15:30 

②9/8(木) 10:00～12:30 ※①と②は同じ内容です。 

対象 大学生・大学院生 

概要 ドラマを見て日常よく使われる語彙や表現を学びます。また聴解練習や会話練習も行う予定です。 

開講方式 対面（白山キャンパス） 

受講料 1,485円 
 

コース名 【SMR-5】 文法の基礎を再確認しよう 対象レベル N2以上 

開講日時 8/22(月)・8/23(火) 10:00～12:00 対象 大学生・大学院生 

概要 レポート・論文を提出後、先生に「日本語の文法の間違いが目立つ」とよく言われたりしませんか。本講義ではその文法の間違

い及び間違いの発生原因について検討し、もう一度自分の日本語の基礎を振り返り、正しい日本語と基礎文法を身に着けるよ

う努力することを目指します。 

開講方式 オンライン 

受講料 2,310円 
 

  

開講コース概要 

※最小開講人数は２名です。 

※最大 3コースまで申込可能です。 会話 

文法・表現 



 

 

 

 

コース名 【SMR-6】 Let’s！発声練習＆朗読 

〈発音×滑舌×イントネーション〉 

対象レベル 中級～上級 

開講日時 9/9(金) 13:00～15:00 対象 大学生・大学院生・社会人 

概要 会話やプレゼンで大切なのは内容ですが、同じ内容でも話し方により聞き手への伝わり方は大きく変わります。本講座では、ア

ナウンサーも行っている日本語の発音、滑舌、イントネーションの練習方法を取り入れ、朗読やアナウンスの実践を行います。こ

の夏、日本語らしいリズムとイントネーションを体得し、話し方をブラシュアップしてみませんか。 

開講方式 対面（白山キャンパス） 

受講料 1,155円 

 
  

コース名 【SMR-7】 研究に必要な日本語をしろう 対象レベル N2以上 

開講日時 8/22(月)・8/23(火) 14:00～16:00 対象 大学生・大学院生 

概要 ゼミの発表や研究発表用の資料を準備している時、研究内容・課題を日本語でどのように表現し、また、準備が整い、皆さんの

前でプレゼンテーションをするとなった時、どのように話したらよいかわからなくなり、困ったことがありませんか。研究発表に

必要なのはアカデミック・ジャパニーズだけではないです。もっとたくさんのスキルを一緒に確認し、身に着けていきませんか。 

※大学院生及び大学院入学を目指している学部生、大歓迎です。 

開講方式 オンライン 

受講料 2,310円 

 
 
  

コース名 【SMR-11】 ビジネス日本語＠企業説明会 

〈語彙×リスニング×ディスカッション〉 

対象レベル N2～N1 

開講日時 ①8/31(水)・9/1(木) 13:00～15:00 

②9/13(火)・9/14(水) 10:00～12:00 

※①と②は同じ内容です。 

対象 大学生・大学院生 

概要 企業説明会の内容を十分理解し、会社の魅力や特徴を理解するためには語彙力とリスニング力は不可欠です。部署や職種に関

する名詞、求められる人材や会社概要に関することばをインプットし、クイズやワークで記憶に定着させましょう。また、必要な

会社情報を聞き取るリスニング練習を行います。さらに、説明会での質問の仕方やマナー、自分にとって魅力的な会社につい

て話し合い、検討します。 

開講方式 対面（白山キャンパス） 

受講料 2,310円 

 

 

コース名 【SMR-12】 JLPT N1対策（言語知識) 対象レベル N2 

開講日時 9/5(月)・9/6(火)・9/7(水) 10:00～12:00 対象 大学生・大学院生・社会人 

概要 多くの場合、留学生に対し、JLPT・N1 の成績を絶対条件として求めるようになりました。そのため、本講義では JLPT・N1 の

言語知識全般の問題及びその解き方・解答テクニックを留学生の皆さんと一緒に検討し、勉強します。 ※N1 保有者も申込可。

ただし内容及び進め方はN2レベルの学生に合わせたものとなります。 

開講方式 オンライン 

受講料 3,410円 
 

  

プレゼン 

発音 

就職活動 

JLPT対策 



 

 

 

コース名 【SMR-13】 JLPT N1対策（読解） 対象レベル N2 

開講日時 9/5(月)・9/6(火)・9/7(水) 14:00～16:00 対象 大学生・大学院生・社会人 

概要 多くの場合、留学生に対し、JLPT・N1 の成績を絶対条件として求めるようになりました。そのため、本講義では JLPT・N1 の

読解問題及びその解き方・解答テクニックを留学生の皆さんと一緒に検討し、勉強します。  

※N1保有者も申込可。ただし内容及び進め方はN2レベルの学生に合わせたものとなります。 

開講方式 オンライン 

受講料 3,410円 
 

コース名 【SMR-14】 JLPT N2対策(文字語彙) 対象レベル N3 

開講日時 8/29(月)・8/30(火) 10:30～12:00 対象 大学生・大学院生・社会人 

概要 JLPT N2 文字語彙対策講座です。実際の試験と同じ形式の問題をパターン別に練習します。文法・読解・聴解の基礎となる文

字語彙の勉強の仕方も学べるので、これから N2の勉強を始めようという方におすすめです。 

開講方式 オンライン 

受講料 1,760円 
 

コース名 【MSR-15】 JLPT N3対策(聴解) 対象レベル N4(JLPT N3受験予定の方) 

開講日時 9/5(月)～9/6(火) 10:30～12:00 対象 大学生・大学院生・社会人 

概要 JLPT N3聴解対策講座です。実際の試験と同じ形式の問題をパターン別に練習します。会話にも役立つ「敬語」,「話しことば」,

間違いやすいイントネーションを丁寧に解説します。 

※JLPT N3を受験予定の方のみ受講してください。 

開講方式 オンライン 

受講料 1,760円 

 

 

 

 

 

 

全日程出席で修了証を発行しますので、全日程きちんと出席できる講座を受講しましょう！ 

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

〈対面授業の実施について〉 

対面での開講を予定しているコースについて、新型コロナウィルス感染症の拡大状況や、東洋大学行動指針に則

り、オンラインに変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。その際は、申込時のメールアドレス宛

にご連絡いたします。 

東洋大学の新型コロナウイルスに関連する対応についてはこちらをご確認ください。 

https://www.toyo.ac.jp/pickup/top/covid19/ 

〈アクセス〉 

東洋大学白山キャンパス 

〒112-8606 東京都文京区白山 5-28-20 

白山駅（都営三田線）または本駒込駅（東京メトロ南北線）より徒歩５分 

アクセス詳細 

https://www.toyo.ac.jp/pickup/top/covid19/

