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授業科目名 実用日本語 N３ 科目コード 492 

開講クラス 国際ビジネス科 コース  
情報ビジネスコース 

観光ビジネスコース 
学 年 1，２年 

担当教員 

松下 萌 

実務経験教員（ 有 ・ 無 ） 

実務経験内容 

 

 

開講時期 

1コマ 45分 

前期・後期・通年・特別講義・その他 授業コマ数 136コマ 

必 須 ・ 選 択 ・ 選択必須 時 間 数 136時間 

使 用 

テキスト１ 

書 名 TRY！日本語能力試験N3 文法から伸ばす日本語 

著 者 公益財団法人 アジア学生文化協会 

出版社 アスク出版 

使 用 

テキスト２ 

書 名  

著 者  

出版社  

参考図書  

授業形態 講義 ・ 演習 ・ 実習 ・ 実験 ・ その他（       ） 

＜授業の目的・目標＞ 

日本語能力試験 N3取得 

＜授業の概要・授業方針＞ 

日本語能力試験 N3取得に向けた試験対策 

＜成績基準・評価基準＞ 

期末試験の結果に出席，授業態度，提出物，日本語能力試験の結果を加味し総合的に 4段階

(優・良・可・不可)で評価する。 

＜使用問題集・注意事項＞ 

ユニコム ドリル＆ドリル日本語能力試験N3 聴解・読解 

アスク出版 日本語能力試験対策 日本語パワードリル N3 文法 

アスク出版 日本語能力試験対策 日本語パワードリル N3 文字・語彙 

＜授業時間外に必要な学修内容、関連科目、他＞ 
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授業科目名 実用日本語 N3 

回 授 業 内 容 備 考 

1 実力テスト  

2 実力テスト  

3 試験対策 文字，語彙，文法  

4 試験対策 文法  

5 試験対策 聴解  

6 試験対策 読解  

7 試験対策 文字，語彙  

8 試験対策 文法  

9 試験対策 聴解  

10 試験対策 読解  

11 試験対策 文字，語彙  

12 試験対策 文法  

13 試験対策 聴解  

14 試験対策 読解  

15 試験対策 文字，語彙  

16 試験対策 文法  

17 試験対策 聴解  

18 試験対策 読解  

19 試験対策 文字，語彙  

20 試験対策 文法  

21 試験対策 聴解  

22 試験対策 読解  

23 試験対策 文字，語彙  

24 試験対策 文法  

25 試験対策 聴解  

26 試験対策 読解  

27 模擬試験  

28 模擬試験  

29 模擬試験 解説   

30 模擬試験 解説  

31 模擬試験  

32 模擬試験  
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回 授 業 内 容 備 考 

33 模擬試験 解説   

34 模擬試験 解説  

35 試験対策 文字，語彙  

36 試験対策 文法  

37 試験対策 聴解  

38 試験対策 読解  

39 試験対策 文字，語彙  

40 試験対策 文法  

41 試験対策 聴解  

42 試験対策 読解  

43 試験対策 文字，語彙  

44 試験対策 文法  

45 試験対策 聴解  

46 試験対策 読解  

47 試験対策 文字，語彙  

48 試験対策 文法  

49 試験対策 聴解  

50 試験対策 読解  

51 試験対策 文字，語彙  

52 試験対策 文法  

53 試験対策 聴解  

54 試験対策 読解  

55 試験対策 文字，語彙  

56 試験対策 文法  

57 試験対策 読解  

58 試験対策 聴解  

59 試験対策 文字，語彙  

60 試験対策 文法  

61 模擬試験  

62 模擬試験  

63 模擬試験 解説  

64 模擬試験 解説  
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回 授 業 内 容 備 考 

65 模擬試験  

66 模擬試験  

67 模擬試験 解説  

68 模擬試験 解説  

69 前期末試験のフィードバック  

70 JLPTにむけての面談  

71 試験対策 文字，語彙  

72 試験対策 文法  

73 試験対策 読解  

74 試験対策 聴解  

75 試験対策 文字，語彙  

76 試験対策 文法  

77 試験対策 読解  

78 試験対策 聴解  

79 試験対策 文字，語彙  

80 試験対策 文法  

81 試験対策 読解  

82 試験対策 聴解  

83 試験対策 文字，語彙  

84 試験対策 文法  

85 試験対策 読解  

86 試験対策 聴解  

87 試験対策 文字，語彙  

88 試験対策 文法  

89 試験対策 読解  

90 試験対策 聴解  

91 試験対策 文字，語彙  

92 試験対策 文法  

93 試験対策 読解  

94 試験対策 聴解  

95 模擬試験  

96 模擬試験   

 



（学）九州総合学院         

鹿児島情報ビジネス公務員専門学校  

2022年度 授業シラバス 

5／6 

回 授 業 内 容 備 考 

97 模擬試験 解説   

98 模擬試験 解説  

99 模擬試験   

100 模擬試験   

101 模擬試験 解説   

102 模擬試験 解説  

103 試験対策 文字，語彙  

104 試験対策 文法  

105 試験対策 読解  

106 試験対策 聴解  

107 試験対策 文字，語彙  

108 試験対策 文法  

109 試験対策 読解  

110 試験対策 聴解  

111 試験対策 文字，語彙  

112 試験対策 文法  

113 試験対策 読解  

114 試験対策 聴解  

115 試験対策 文字，語彙  

116 試験対策 文法  

117 試験対策 読解  

118 試験対策 聴解  

119 試験対策 文字，語彙  

120 試験対策 文法  

121 試験対策 読解  

122 試験対策 聴解  

123 試験対策 文字，語彙  

124 試験対策 文法  

125 試験対策 読解  

126 試験対策 聴解  

127 試験対策 文字，語彙  

128 試験対策 文法  
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回 授 業 内 容 備 考 

129 模擬試験  

130 模擬試験  

131 模擬試験 解説  

132 模擬試験 解説  

133 模擬試験  

134 模擬試験  

135 模擬試験 解説  

136 模擬試験 解説  

 


