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STEP UP通信
特集「知識を深く、勉強を楽しく 」
ESSAY

COURSE INTRODUCTION

2019年4月
外国人留学生のための課外講座として日本語STEP UP講座がスタートしました。
本講座では、幅広いレベルに応じた会話クラス、高い合格率のJLPT対策をはじめ
実践に役立つ少人数制の日本語講座を開講しています。
この度、本講座でいきいきと学ぶ学生たちの素顔を皆さまに知っていただきたく、
“STEP UP通信”をお届けすることになりました。
編集・デザインは留学生自ら行っています。
ぜひお楽しみください！

発行：東洋大学日本語STEP UP講座
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私とSTEP UP
国際学部グローバルイノベーション学科3年
N g u ye n

T h i

ベトナム

T h a n h

Hi, I’m Thanh, one of the students currently studying in STEP

wonderful for a Japanese learning beginner like me.

University, I registered for the very first STEP UP course. Now I

level helped me a lot in applying what I had learned in

UP courses. In the 2nd semester of my freshman year at Toyo
became a junior student, and I’m still taking STEP UP courses.

So far I have taken about 6 STEP UP courses, from beginner to
intermediate conversation classes, including JLPT preparation

classes. For me, Japanese is interesting, but learning Japanese
has never been easy. All STEP UP courses are always full of
interesting lessons, experiencing emotions of joy and sadness
that are memorable.

My first STEP UP course was a conversation class for beginners.
During the course, the teacher and learning vibe in the classes

were so comfortable and enjoyable. The class was diverse with

students from different nations. Therefore, we all not only

learned many things about Japanese culture but also were

able to exchange about culture, people, differences in various
countries in Japanese at beginner level. It was so fun and

The STEP UP conversation courses at the intermediate
communication. Because all of my university subjects are

taught in English, the chance to communicate in Japanese is

almost zero. Through these courses, I had opportunities to
make speeches, negotiate, discuss and debate with others in
Japanese, which did increase my confidence to communicate in
Japanese.

In STEP UP courses, I was not only able to improve my

Japanese but also discover various interesting information
about Japanese culture and other countries. I could make
friends, learn and express myself in another language -

Japanese. My journey to learn Japanese is still very long, I

will probably continue to register for STEP UP courses in the
remaining university semesters.

経営学研究科経営学・マーケティング専攻修士1年
付航（フ コウ）
中国
今年４月、東洋大学経営学研究科の大学院生になった。進学の苦労

業ではたくさんの場面での適当な日本語表現を勉強した。「自己紹

いる。一方、自分の能力が足りるかどうかなどの疑問を抱き、不

ト、両方とも練習した。なお、無味乾燥な授業ではなく、先生と他

をなめ、ようやく新たな人生段階に達し、大学院の生活を楽しんで

安である。特に自分の日本語能力に自信がなく、N1に合格しても

上手に話せなかった。そのため、学校のSTEP UP講座の情報を読
み、自分の言語力を上げるため、STEP UP講座の授業を受けるこ
とを決めた。

正直にいえば、最初はその授業に期待をかけていなかった。しか
し、今から顧みると、この授業は本当に役に立った。まず、この授
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介」から「共感すること」まで、正式な会話とカジュアルなチャッ
の学生さんと一緒にロールプレイし、楽しい時間を過ごした。さら
に、外国人としての私にとって、親切で優しい日本人先生と自由に
話し合うことは幸いであり、自分の日本語レベルアップにとって絶
好の機会であった。

今の私、上手に話せるとは言えなくても、上手に話せるようになる
自信を持てた。STEP UP講座に参加して本当によかった。

STEP UP 講座紹介
中上級話者の文法

中上級会話

社会学部メディアコミュニケーション学科1年

国際観光学研究科国際観光学専攻修士課程1年

呂書奇（ロ

中国

ショキ）

張哲銘（チョウ テツメイ）
中国

春学期、私は「中上級話者の文法」講座に参加しま

皆さん、こんにちは。

たが、初めて日本語を学んだときと違って、この講

STEP UP講座の中上級会話コースに参加しまし

した。授業の内容は初中級の補足のようなものでし
座はより各文法の使い分けに目を向けています。講

座を通して、鵜呑みにしていた用語や文法を吟味
し、修正できました。例えば、「そうだ」、「よう
だ」の使い分けです。

また、少人数のクラスなので、分からないところが
あれば、すぐに先生に説明してもらえます。集団生
活が苦手な人でも気軽に参加できます。授業の始め
に、先生が近況について少し話をしてくれるので、
クラスメートに実際に会ったことはないが、それぞ
れの話から自分と違う学年、学部の人の学習生活な
どを知ることもでき、日本語以外のことにもたくさ
ん触れられます。

東洋大学大学院の一年生の張哲銘です。春学期は
た。

この講座は、各回ごとにテーマ（例えば、最近の出
来事、物をなくした体験など）について皆がトーク
する形で、毎回の授業は友達とのおしゃべりのよう
で、とてもいい雰囲気でした。先生もすごく優しく
て、様々な場面で使える単語や言葉をたくさん教え
てくれました。

最初は少し緊張していましたが、授業で新しい友達
ができて、だんだん「早く皆に会いたい」と思うよ
うに授業を楽しみにしていました。 特にコロナで

ずっと家にいるこの時期では、皆と日本語で話す機
会があって、とてもよかったと思っています。

皆さんもぜひこの講座に参加して、一緒に楽しんで
話しましょう！
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EVENT 01

学生参加イベント

Japanese Study Project Association(JSPA)最初のイベントオンラインで開催
「内容：第1弾：季節限定！

・・・6月の豆知識クイズから語彙を楽しく学びましょう」
2021年6月18日、JSPA

(JAPANESE STUDY PROJECT
ASSOCIATION)初のイベント

を 開 催 し ま し た 。 J S PA は 、
「留学生による留学生のため
の日本語学習イベントを開催
する」を活動理念とし、東洋

大学のキャンパスを超えた留学生を中心に立ち上げられま

優勝おめでとうございます。なぜこのイベントに参加した
いと思いましたか？

日本に3年間住んでおりますが、日本について知らなかっ

たことが多いと感じました。例えば梅雨の言葉の由来や食
べ物、物語などにはあまり触れていなかったため、今回、
改めて日本について学びたいと思いました。日本語の勉強
や日本の文化を学ぶだけでなく、コロナ禍で友人作りの機
会がなくなっているため、本イベントに参加することによ

って新しい友人を作ればと思い、参加することにしまし
た。

実際に参加してみてどうでしたか？

実際に参加してよかったです。なぜなら現在の状況で

した。

は、日本文化を学ぶ機会が中々ないためです。イベントで

生たちが、このイベントに参加し、「クイズで身につく日

していたことです。また、6月を中心に紹介したことで文

1回目となる今回は、国籍も学部もキャンパスも異なる学

本語」をテーマに、日本、日本文化や芸能,伝統食にかか
わりの深いトピックについてトリビアを競いました。

参加者はそれぞれ質問に答える機会があり、答えが正しけ
れば1ポイントが与えられます。そして、20問終了後に最

も多くのポイントを集めた方が優勝者となります。イベン

最も印象的だったのは、文化の形成や文化を比較して紹介
化の歴史やその時期についてより詳しく知ることができま
した。本イベントのおかげで、梅雨が旬の食べ物や梅雨な
らではの活動を楽しめる方法を知ることができました。
普段、どのように日本語の勉強を行いますか？

私は、日本に来る前にJLPTのN3を取得しており、そこか

ト当日は、学生たちが日本や日本文化に対する高い理解度

ら職場などを通して日本語力を向上させれば良いと思って

いました。一方で、皆の新しいことに興味を持ち続ける姿

日本語力を向上できないと分かりました。さらに、大学の

やノウハウを示し、様々な質問に一生懸命答えようとして
も素晴らしかった。

熾烈な競争の中、最も高い正解数を獲得したのは国際学部
国際地域学科3年の Nguyen Thi Hoan Phoさんでした。

参加者からは「貴重な機会で日本文化を学べた」、「大変
勉強になりました。継続して参加したい」などの声が上が
り、有意義な日本語学習の場となりました。

BY バズラチャルヤ・ロバート

いました。しかし、日本に来てからアルバイト先だけでは
授業で難しい言葉が理解できない時がありました。そのた

め、様々な方法で日本語を学び直すことにしました。ま
ずはSTEP UP講座を受けることです。STEP UP講座は普
段の講義と異なり、受け身ではなく先生とやり取りするこ
とが多いです。先生に教わったことを一生懸命にメモを取
って自分のものにしてきました。傾聴が苦手な私はSTEP

UP講座のおかげで、聞くのが上手になり、人の意見を良
く聞くのはとても大切だと気づきました。そして、教科書
だけでなく、興味を持っていることについて調べ、新聞や
ネットの情報を収集し、自分の知識を増やすことにしまし
た。学びはインプットとアウトプットのバランスが取るこ
とはとても重要であり、自分から発言する傾向、つまりア
ウトプットが多かった私は上級レベルまで日本語力を向上

国 際 学 部 国 際 地 域 学 科 3 年

Nguyen Thi Hoan Pho （ベトナム）
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することができない原因の一つだと分かりました。インプ
ットの重要性を気づいたため、現在日本語はもちろん日本
の文化や習慣を深く理解し、大学の講義、そして今後就活
にも活かせる自信が高まりました。

BY 李 ミナ

EVENT 02

学内イベント

JLPT模擬試験体験講座
日本語STEP UP講座
日本語講師

アルタンボリグ

日本語STEP UP講座では、模擬試験体験のほ
か、JLPT対策講座（N1～N3）を通年開講し、

毎年多くの受講生が試験に合格しています。

2021年7月4日に実施される

っただ中での講座実施でもあっ

して6月26日に、東洋大学白山

低いN1の模擬試験でも、7割以

日本語能力試験の準備の一環と
キャンパスにて、留学生向けに
JLPT模擬試験体験講座を行い
ました。

講座はN1、N2、N3の3つの

レベルに分かれて実施され、各
レベルの講座は模擬試験と答え
合わせ・解説との二つの内容か
ら構成されました。参加者の学

番前の臨場感を体験でき、また
試験問題を解答するにあたって
必要となる時間配分、解答コツ
の習得などにおいても一定の経
験を積んだと思います。

講座参加者の学生、先生一同

講座は学生たちの質問とそれに

しい」とのプラスの評価を多く

を大きくオーバーしてまで行わ
れ、非常に意義のある講座とな
りました。

新型コロナウイルス蔓延の真

後

講座を通して学生たちは試験本

より、「解説をもっと長くして

対しての解説、説明で予定時間

集

上の学生に参加していただき、

生たちに非常に真面目に、かつ
積極的に取り組んでいただき、

編

たが、申込者参加率がもっとも

ほしい」、「回数を増やしてほ
いただいたので、今後も同講座
を継続できるよう、また内容を
もっと改善できるようにしてい
きたいと思います。

記

◆ 1年生の時、自分の日本語について先生と相談した私が今は他人とインタビューをするほど成長しました。
そして自分の次のSTEPが期待できます！

STEP UP講座の魅力がたくさんの皆さんにお伝えできますように！（M）

◆ STEP UP通信を楽しんでいただけましたか？

不完全にしか理解できない言語から、これほどの楽しみを得ることができるのは、驚くべきことです。
（私の日本語学習の経験から）（Ｒ）
発行
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Webデザイン
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李ミナ
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