
コース 対象 時間 担当 教室 教  材

 入門
＊１コマ１単位
（6月6日～）

はじめて日本語を勉強する
人
短期滞在者

火
13:00-16:40
木
13:00-14:45

金・中村
『Basic Japanese for Students はか
せ1』（スリーエーネットワーク）

インテンシブ　初級Ⅰ
はじめて日本語を勉強する
人

月・水
8:30-12:10
金
8:30-10:15

大西
鈴木
金

『大地Ⅰ メインテキスト』（スリー
エーネットワーク）, 『大地Ⅰ 文型説
明と翻訳』（スリーエーネットワーク）,
『にほんごチャレンジN4-5〔かん
じ〕』(アスク)

初級１A
初級１B

はじめて日本語を勉強する
人

月
8:30-10:15
水・金
10:25-12:10

A：金・片岡・
ハワード
B：鈴木・藤
井・宮瀬

『大地Ⅰ メインテキスト(L1-12)』（ス
リーエーネットワーク）, 『大地Ⅰ 文
型説明と翻訳』（スリーエーネット
ワーク）

初級2A
初級2B

初級1の修了者、ひらがな・カ
タカナの読み書きができる
人、またはCEFR A1.1相当

月
10:25-12:10
水
8:30-10:15

A： 金・中村
B： 東平・金

『大地Ⅰ メインテキスト(L13-22)』
（スリーエーネットワーク）, 『大地Ⅰ
文型説明と翻訳』（スリーエーネット
ワーク）

インテンシブ初級　Ⅱ
初級2またはインテンシブ初
級Ⅰの修了者、またはJLPT
N5相当、CEFR A1.2 相当

火・木
8:30-12:10

猪狩
米谷

『大地II メインテキスト』『大地II 文型
説明と翻訳』（スリーエーネットワー
ク）『　にほんごチャレンジ　N4-5［か
んじ］』（アスク出版）

初級3A
初級3B

初級2またはインテンシブ初
級Ⅰの修了者、またはJLPT
N5相当、CEFR A1.2 相当

火・金
10:25-12:10

 
A： 佐藤・猪
狩
B： 東平・米
谷
 

『大地II メインテキスト(L23-32）』『大
地II 文型説明と翻訳』（スリーエー
ネットワーク）

初級4A
初級4B

初 級 3 の 修 了 者 、 ま た は
JLPT N5相当、CEFR A2.1相
当

火・金
8:30-10:15

A： 佐藤・猪
狩
B： 東平・ハ
ワード

『大地II メインテキスト(L33-42）』『大
地II 文型説明と翻訳』（スリーエー
ネットワーク）

中級1　総合A
中級1　総合B

初級4、インテンシブ初級Ⅱ
コースの修了者、または、
JLPT N4 相 当 、 CEFR A2.2
相当

火
8:30-10:15
木
10:25-12:10

A： 牛山・ハ
ワード
B： 内田・中
村

『中級へ行こう 日本語の文型と表
現55 第2版』（スリーエーネットワー
ク）

中級1　聴解

初級4、インテンシブ初級Ⅱ
コースの修了者、または、
JLPT N4 相 当 、 CEFR A2.2
相当

木
8:30－10:15

内田

『5分でできるにほんご音の聞きわ
けトレーニング』(スリーエーネット
ワーク)、『＜テーマ別＞ 中級までに
学ぶ日本語 初中級ブリッジ教材』
（研究社）

中級1　会話A
中級1　会話B

初級4、インテンシブ初級Ⅱ
コースの修了者、または、
JLPT N4 相 当 、 CEFR A2.2
相当

火
10:25-12:10

A：金
B：内田

『会話に挑戦！中級前期からの日
本語ロールプレイ』（スリーエーネッ
トワーク）

中級1　専門読解

初級4、インテンシブ初級Ⅱ
コースの修了者、または、
JLPT N4 相 当 、 CEFR A2.2
相当

水
8:30－10:15

猪狩 自主教材

2023年度S1S2工学系研究科日本語教室時間割
対象：工学系研究科・情報理工学研究科・新領域創成科学研究科の修士・博士・交換留学生・研究生・研究員・その配偶者，工学部
学部生，全学交換留学生

履修登録：HP　http://www.jlcse.t.u-tokyo.ac.jp/
登録期間：3月6日～4月12日 修正期間：4月13日～4月19日 （入門コース6月13日まで ）

連絡先：　113-8656東京都文京区本郷7-3-1  東京大学大学院工学系研究科日本語教室　８号館１階１28B号室
古市由美子　Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： nihongo@jlcse.t.u-tokyo.ac.jp　電話：03-5841-8826　FAX：03-5800-2436

単位： 1コマ2単位　（「入門」は１コマ１単位）　　初級Ⅰ（4コース：18コマ）、初級Ⅱ（3コース：12コマ） 中級1（5コース：9コマ）
中級2（6コース：10コマ）中級3（6コース：7コマ）、上級1（6コース：8コマ）、上級2（3コース：3コマ）　計33コース、66コマ

授業開講期間：　2023年4月5日～2023年7月26日



中級1　文章

初級4、インテンシブ初級Ⅱ
コースの修了者、または、
JLPT N4 相 当 、 CEFR A2.2
相当

月
10:25-12:10

佐藤
「おしゃべりしながら書くことを楽しむ
中級作文」（凡人社）

中級2　総合A
中級2　総合B

中級1総合コースの修了者、
またはJLPT N3相当、CEFR
B1相当

火
10:25-12:10
金
8:30-10:15

A： 牛山・宮
瀬
B： 大西・片
岡

『中級を学ぼう　日本語の文型と表
現56　中級前期　第２版』 （スリー
エーネットワーク）
※テキストは緑色の表紙

中級2　聴解
中級I聴解コースの修了者、
またはJLPTN3相当、CEFR
B1相当

水
8:30－10:15

片岡
『留学生のためのアカデミック・ジャ
パニーズ聴解【中級】　』（スリーエー
ネットワーク）

中級2　会話A
中級2　会話B

中級I会話コースの修了者、
またはJLPTN3相当、CEFR
B1相当

月
8:30－10:15

A： 佐藤
B： 東平

『新版ロールプレイで学ぶ中級から
上級への日本語会話』　　（凡人社）

中級2　読解
中級1読解コースの修了者、
またはJLPT N3相当、CEFR
B1相当

金
13:00-14:45

米谷
 『留学生のための読解トレーニング
（読む力がアップする15のポイン
ト）』(凡人社）

中級2　文章
中級１文章コースの修了者、
ま た は JLPT N3 相 当 、
CEFR B1 相当

木
8:30－10:15

ハワード
『小論文への１２のステップ』
(スリーエーネットワーク)

中級2　専門語彙・漢字
中級1総合コースの修了者、
またはJLPT N3相当、CEFR
B1相当

水
10:25-12:10

中村 自主教材

中級3　総合
中級2総合コースの修了者、
またはJLPT N2相当、CEFR
B2相当

月・水
10:25-12:10

鈴木・猪狩

『中級を学ぼう 日本語文型と表現
82 中級中期』（スリーエーネットワー
ク）
＊テキストは水色の表紙

中級3　聴解
中級2聴解コースの修了者、
またはJLPT N2相当、CEFR
B2相当

木
10:25-12:10

藤井
『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）

中級3　会話
中級2会話コースの修了者、
またはJLPT N2相当、CEFR
B2相当

火
8:30-10:15

大西 自主教材

中級3　専門読解
中級2読解コースの修了者、
またはJLPT N2相当、CEFR
B2相当

木
8:30-10:15 猪狩 自主教材

中級3　文章
中級2文章コースの修了者、
またはJLPT N2相当、CEFR
B2相当

水
8:30-10:15 宮瀬

『小論文への１２のステップ』 (スリー
エーネットワーク)

中級３・上級１・上級２
多文化理解プロジェクト

中級2総合または中級3総合
コ ー ス の 修 了 者 、 ま た は
JLPT N2相当、CEFR B2相
当

木
13:30-14:30

牛山 自主教材



上級 日本組織事情A

日本語 中級3総合を修了し
た人、又はJLPT N1相当、
CEFR B2+ 相当。学部3年
生、修士1年生・2年生、博士
2年生・3年生、交換留学生、
USTEP

火
10:25-12:10 佐野 自主教材

上級 日本組織事情B
（オンラインコース）

日本語 中級3総合を修了し
た人、又はJLPT N1相当、
CEFR B2+ 相当。学部3年
生、修士1年生・2年生、博士
2年生・3年生、交換留学生、
USTEP

火
13:00-14:45 佐野 自主教材

上級1　総合
中級3総合コースの修了者、
またはJLPT N1相当、CEFR
B2+相当

水
10:25-12:10
金
8:30-10:15

宮瀬・牛山
『留学生のための時代を読み解く上
級日本語』 第3版　スリーエーネット
ワーク

上級1　聴解
中級3聴解コースの修了者、
またはJLPT N1相当、CEFR
B2+相当

水
8:30－10:15

藤井
『留学生のためのアカデミック・ジャ
パニーズ聴解　【上級】』（スリーエー
ネットワーク）

上級1　会話
中級3会話コースの修了者、
またはJLPT N1相当、CEFR
B2+相当

木
10:25-12:10

内田
『日本語超級話者へのかけはし　き
ちんと伝える技術と表現』（スリー
エーネットワーク）

上級1　読解
中級3読解コースの修了者、
またはJLPT N1相当、CEFR
B2+相当

金
10:25-12:10

金
『改訂版　大学・大学院留学生の日
本語③論文読解編』アカデミック・
ジャパニーズ研究会編　アルク

上級1　文章
中級３文章コースの修了者、
またはJLPT N1相当、CEFR
B2+相当

木
8:30-10:15

藤井
『改訂版 大学・大学院留学生の日
本語④論文作成編』（アルク）

上級2　総合
上級１総合コースの修了者、
またはJLPT N1レベル以上、
CEFR C1相当

水
10:25-12:10

金 自主教材

上級2　会話
上級 1会話コースの修了者、
またはJLPT N1レベル以上、
CEFR C1相当

金
10:25-12:10

片岡 自主教材

上級2　文章
上級 1 文章コースの修了
者、JLPT N1レベル以上、ま
たはCEFR C1相当

木
10:25-12:10

猪狩
『大学生と留学生のための論文
ワークブック』（くろしお出版）

ビジターセッション・
日本事情 (4月26日～）

全レベル対象
（オンライン&対面）

水
13:00-14:30

牛山
早坂

International Lounge
 (4月21日～）

全レベル対象
金
12:10-13:10

金
山畑

工学部11号
館2階T-
Lounge

チュートリアル
（6/7～）

全レベル対象 水
14:00-15:40

猪狩

*授業内容は変更の可能性あり

Cultural Exchanges and Eventｓ


