
                                                                           平成 28 年 9 月 23 日 
           

東北大学工学部・工学研究科 
日本語・科学技術日本語 －クラス名称と授業要旨－ 

－Course Description－             
Educational Course of Japanese and Scientific & Technical Japanese 

School of Engineering, Tohoku University 
 
     実施場所：国際交流室（工学部中央棟 2 階） 

   Class Room: Division of International Education & Exchange (IEED) 
Engineering Center Hall 2F, Aobayama 

 
前期：4 月中旬～8 月上旬、後期：10 月中旬～2 月上旬 

Spring semester: Mid Apr. – Early Aug.,  Fall semester: Mid Oct. – Early Feb. 

 受講に必要な手続きはありません。時間割を参照し、希望するクラスの開講時間に教室に来てください。 

There is no registration to take these classes. Please refer to the timetable and come to the classroom. 

 
◇ 科学技術日本語 A  ＜理工学の用語＞              

Scientific and Technical Japanese A   <Terminology of Science and Engineering >    

概要 
Abstract 

理工学の専門分野で必要とする基本的な科学技術用語と表、図、道具、装置などの日本語表現

について学ぶ。形、 位置、方向、距離などと、それらの状態変化の日本語表現についても勉強

する。 
Fundamental terminology of science and engineering are explained in Japanese together with 
expressions of charts, tables, equipment, devices and others. You will also learn Japanese 
expressions for shapes, positions, directions and distance. 

受講対象 
Prerequisites 

① ひらがな、カタカナが読める。Can read Hiragana and Katakana.  

② 「て形」の学習を終えている。Have learned “TE-form”. 

テキスト 
Textbook etc. 

『科学技術日本語案内』慶應義塾大学出版会 

“Handbook of Scientific and Technical Japanese” 

 
◇ 科学技術日本語 B  ＜ 科学技術文章の作成と用いる表現の習得 ＞ 

Scientific and Technical Japanese B <Writing and Expression for Scientific & Technical Japanese> 

概要 
Abstract 

科学技術に関する事項を、実際に日本語で記述し表現する。また同時に、科学技術文章特有の

表現方法を学ぶ。 
We write and express technical and scientific matters in Japanese, where we also learn the 
expressions in Japanese for writing technical and scientific paper. 

受講対象 
Prerequisites 

①日本語 450 時間学習している。Studied Japanese for 450 hours. 

②1000 漢字以上習得している。Learned more than 1000 Kanji. 

テキスト 
Textbook etc. 

独自のテキストを使用する。 

Original materials and text books. 



 

 

 

 

◇ 日本語 初級 1 （週 2 コマ） 
Basic Japanese 1  (Consecutive two classes a week) 

概要 
Abstract 

初心者のためのクラス。生活に必要な最低限の会話力を身につけながら日本語の基礎を学ぶ。 
This course is designed for the beginners. Let’s study survival Japanese to open the door to the 
basic Japanese.  

受講対象 
Prerequisites 

日本語を初めて学ぶ初心者 
Beginners 

テキスト 
Textbook etc. 

『げんきⅠ』- The Japan Times 第 1 課～第 6 課 
“An Integrated Course in Elementary Japanese GENKIⅠ” - The Japan Times   Lesson1 - 6 

◇ 日本語 初級 2 （週 2 コマ） 
Basic Japanese 2  (Consecutive two classes a week) 

概要 
Abstract 

初級の文型・表現を学習し、日常生活に役立つコミュニケーション技能を身につける。 
This course is designed for those who wish to learn more basic structures and expressions for 
the daily communication. 

受講対象 
Prerequisites 

① ひらがな、カタカナを習得している。Can read and write both Hiragana and Katakana  
② 基本的な動詞、形容詞の活用を学習している。Studied basic verbs and adjectives conjugations. 

テキスト 
Textbook etc. 

『げんきⅠ』- The Japan Times 第 7 課～第 12 課 
“An Integrated Course in Elementary Japanese GENKIⅠ” - The Japan Times   Lesson7 - 12 

◇ 日本語 初級 3 （週 2 コマ） 
Basic Japanese 3  (Consecutive two classes a week) 

概要 
Abstract 

初級の文型・表現を学習し、日常生活に役立つコミュニケーション技能を身につける。 
This course is designed for those who wish to learn more basic structures and expressions for 
the daily communication. 

受講対象 
Prerequisites 

① 日本語を 45 時間学習している。Studied Japanese for 45 hours. 
② 基本的な動詞、形容詞の活用を学習している。Studied basic verbs and adjectives conjugations 
③ テ形を既習である。Studies “Te-form”. 

テキスト 
Textbook etc. 

『げんきⅡ』- The Japan Times 第 13 課～第 18 課 
“An Integrated Course in Elementary Japanese GENKI Ⅱ” - The Japan Times Lesson 13 - 18 

◇ 日本語 初級 4 （週 2 コマ） 
Basic Japanese 4  ( Consecutive two classes a week) 

概要 
Abstract 

初級の文型・表現を学習し、日常生活に役立つコミュニケーション技能を身につける。 
This course is designed for those who wish to learn more basic structures and expressions for 
the daily communication. 

受講対象 
Prerequisites 

① 日本語を 65 時間学習している。Studied Japanese for 65 hours. 

② 基本的な動詞、形容詞の活用を学習している。Studied basic verbs and adjectives conjugations 

テキスト 
Textbook etc. 

『げんきⅡ』- The Japan Times 第 19 課～23 課 
“An Integrated Course in Elementary Japanese GENKI Ⅱ” - The Japan Times Lesson 19 - 23 



 
◇ 日本語 中級 1 （週 1 コマ） 

Intermediate Japanese 1  (One class a week) 

概要 
Abstract 

初級文型・表現を復習しながら、「使える日本語」にブラッシュアップする。また、300～400
字程度の読み物を読み、中級へのステップとする。 
This course is designed for those who wish to learn “Practical and useful Japanese” in various 
situations with basic grammar. We also study reading a brief essay to step up to the 
Intermediate level. 

受講対象 
Prerequisites 

①日本語を 250 時間学習している。Studied Japanese for 250 hours. 

②250 漢字を習得している。Learned 250 Kanji. 
テキスト 
Textbook etc. 『N3 文法スピードマスター』J リサーチ出版 

 

◇ 日本語 中級 2 （週 1 コマ） 
Intermediate Japanese 2  (One class a week) 

概要 
Abstract 

映像や新聞記事等、様々な資料を使いながら総合的なコミュニケーション能力の向上を目指す。

特に、必要な情報を聴き取る能力、意見を述べる能力の向上を図る。 
This course is designed for the intermediate who wish to improve their comprehensive 
communication skills. Particularly, you will work to improve the skill of extracting necessary 
information from listening and that of forming opinions.  

受講対象 
Prerequisites 

①日本語 450 時間学習している。Studied Japanese for 450 hours. 

②1000 漢字以上習得している。Learned more than 1000 Kanji. 
テキスト 
Textbook etc. 

独自の資料を使用する。 
Original materials and textbooks. 

 

 


