Linking Japan to the World

言語教育研究センター

CENTER FOR LANGUAGE EDUCATION AND RESEARCH
国際大学について
国 際 大 学（International University of Japan、 略 称 IUJ） は、
世界が直面するグローバルな課題の実践的解決に貢献できるリー
ダーの育成を目的に、経済界、教育界並びに地域社会からの支援の
もと、1982 年に設立されました。IUJ では GSIR（国際関係）と
GSIM（国際経営）において修士取得が可能です。日本初の全ての
授業を英語で行う大学院大学として設立当初より 9 月入学制を導
入し、世界に門戸を開いています。
自然あふれるキャンパスに、世界 40 カ国以上の学生が共に住み、
24 時間切磋琢磨できる環境で築かれた信頼関係は、修了後も
続く強固なネットワークとなっています。現在、115 カ国から
3800 名を超える修了生が世界中で活躍しています。

言語教育センターについて
言語教育研究センター（CLEAR）は英語プログラム（ELP）と
日本語プログラム（JLP）から成り立っています。それぞれの言
語プログラムは、実践的な学び、特に論文やプレゼンテーション、
グループディスカッションなどの学問的専門的キャリアを磨く場
を提供します。また、夏期集中講座などで IUJ 以外にも門戸を開
いています。また、CLEAR の教員は各々の専門分野における知
見を深めるべく、理論的あるいは実践的な研究を進めております。

About the International University of Japan
The International University of Japan (IUJ), founded in
1982, is Japan's first graduate-school-only university. IUJ
aims to train future global leaders in interdisciplinary skills
covering politics, economics and management, as well as
historical and cultural perspectives to take on current global
issues in their chosen professions. Offering an Englishonly curriculum to students from 40+ countries taught by
a highly qualified faculty, IUJ boasts seven master's level
degrees in two graduate schools: the Graduate School
of International Relations and the Graduate School of
International Management.
With active interdisciplinary research initiatives and an
interactive alumni network of about 3,800 graduates from
115 countries, IUJ is making effective use of our global
outreach to link up world organizations, businesses and
governments both in and outside of Japan.
About the Center for Language Education and Research
The Center for Language Education and Research (CLEAR)
consists of the English Language Program (ELP) and
Japanese Language Program (JLP) at IUJ. Both language
programs provide practical language training to students for
their current and future academic and professional careers,
particularly in skills such as research paper writing, oral
presentations, and group discussions. CLEAR also provides
language training to non-IUJ professionals during the
summer and at other specific times during the year. Finally,
the faculty of CLEAR engage in theoretical and instructional
research to further the knowledge and goals of their
respective fields.
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日本語プログラム

英語プログラム

コース概要

コース概要

日本語プログラム（JLP）では基礎、初級、中級、上級

英語プログラム (ELP) では学術研究及びビジネス場面など

などのコースを提供しています。基礎や初級コースではコ

で使用する英語の習得を目指し、以下の３つのタイプの英

ミュニケーションスキルの基礎、中級コースでは基礎的日

語コースを提供しています。

本語を使った応用力、上級コースでは社会問題や自分の専
門について説明、議論ができる日本語力を身につけること

Academic English

を目標としています。また、日本語学習の成果の場として

Academic English は 1 年次の学生を対象とした科目で、

「日本語発表会」を毎年実施しています。無単位のコース

大学院での学業を遂行するために、アカデミックライティ

として、ビジネス場面で必要な敬語やビジネスマナーを身

ングに必要な基礎を学びます。また English for Thesis

につけるビジネス日本語コースがあります。

Writing では 2 年次の学生が修士論文を書くトレーニング
をします。

各コースの日本語到達目標
レベル JLPT レベル

＊ OPI oral proﬁciency interview

漢字数

OPI

初級

N4

300

初 - 中〜中 - 下レベル

中級

N2 〜 3

600 〜 700

中 - 上〜上 - 下レベル

上級

N1 〜 2

1000 〜 2000 上 - 中〜上 - 上レベル

夏期英語集中講座 (IEP)
IEP は 7 月中旬から 9 月中旬まで行われる 8 週間の集中
プログラムです。本学に入学する学生の入学準備講座及び
企業・機関の研修プログラムとして受講者を受け入れてい
ます。IEP は、週に 23 時間の授業に加えて、課題や宿題
が課せられます。ディスカッションやプレゼンテーション

日本語集中プログラム

だけでなく、リーディングやライティングも含め、実用的

日本語を学んだことがない学習者を対象に日本語集中講座

で正確な英語能力の習得を目標とした合宿型のプログラム

（４〜 6 日間）を実施します。対象となる学習者は IMF 奨

です。

学生と IUJ 留学生です。ひらがな、カタカナ、挨拶、自己

受講者は様々な国から来た学生と共に学び、交流すること

紹介、買い物時の会話など日常生活に必要な日本語を身に

で異文化コミュニケーションスキルを向上させることがで

つけます。

きます。更に、様々な課外活動やスポーツなども行ってお
り、授業やこれらの活動を通して、日本にいながら完全な

教材開発

英語環境を体験することができます。

JLP では、ビジネスプラクティス教材、動画教材、アプリ
教材を開発しています。ビジネスプラクティス教材は、ビ
ジネスの事例を取り上げ、ビジネスマナーについて考え

ノンディグリープログラム
（企業・団体向け研修プログラム）

る教材です。動画教材では、南魚沼市の情報を盛り込ん

英語プログラムでは、企業の社員向けに短期研修プログラ

だ映像を使い、大学入学前の学生が来日前に日本語の表現

ムを行っています。この研修プログラムでは参加者が職業

や日本事情を理解できるようになっています。アプリ教

上必要とする英語にあわせて、ビジネスコミュニケーショ

材（2016 年３月完成予定）では、ひらがな、カタカナを

ン、プレゼンテ̶ション、異文化コミュニケーション、人

e-learning によって来日前に学ぶことができます。

的交流、組織的行動などの授業を提供しています。さらに、
新潟県内で英語を教えている教員向けに「英語教諭資質向

海外における活動

上プログラム」も行っています。このプログラムでは、英

ベトナムにおいて、ベトナム人日本語教員を対象に教員研

語教員研修の専門家によるワークショップを通して、英語

修を行い、ベトナムにおける日本語教育の質の向上に貢献

教育についての理論や実践的知識を向上させることができ

します。また、国際大学の拠点校を作る予定であるベトナ

ます。どちらのプログラムにおいても、IUJ の多文化環境

ム、ミャンマー、ガーナにおいて日本語教育について取り

のもと、世界各国からの留学生と交流しながら学ぶことが

組む予定です。

できます。

日本語教育ワークショップ
地域貢献の一環として、日本語を教える人のためにワーク
ショップを開催しています。ワークショップでは、「日本
語教育」について理解し、日本語非母語話者に日本語を教
えることについて考えます。

詳細については国際大学のサイト www.iuj.ac.jp を
ご参照ください。

究センター

DUCATION AND RESEARCH
The Japanese Language Program (JLP)
Course offerings
The JLP offers these courses with the following aims:
Basic and Elementary Japanese - Acquisition of basic
communication skills in Japanese. Intermediate:
Mastery of the application of basic Japanese skills.
Advanced - Ability to explain and discuss social issues
and topics related to learners' interests.
A Japanese Presentation Exhibition is held annually
where students can demonstrate their achievements
in Japanese language acquisition.
The JLP also offers noncredit courses such as Business
Japanese, where participants learn honorifics and
manners needed for Japanese business situations.

Set goals for each course
Course

＊ OPI oral proﬁciency interview

JLPT Level

# of kanji learned

Oral Proficiency Interview

Elementary

N4

300

High-novice

Intermediate

N2 〜 3

600 〜 700

High-intermediate to Low advanced

Advanced

N1 〜 2

1000~2000

Mid- to High-advanced

Intensive Japanese Program
Intensive Japanese Programs for zero beginners are
held for students sponsored by International Monetary
Fund (IMF) and IUJ students. These programs are
4 to 6 days in length, and help learners acquire
what's necessary for their daily lives in Japan such as
greetings, self -introductions, phrases for shopping,
and phonetic syllables, i.e., hiragana and katakana.

Development of Teaching Materials
The JLP has been developing various teaching
materials such as the following. 1. A business practices
textbook that raises learners' awareness on how to be
a functional worker in Japanese business situations
through studying actual cases. 2. Movie clips with
various scenes of the local area that acquaint learners
with Japanese expression and Japanese culture before
the learners arrive in Japan. 3. Applications for learners
to master phonetic syllables before they come to IUJ.
(ready to use by March 2016)

Undertakings abroad
We conduct teacher training for Vietnamese teachers
of Japanese in Vietnam to help them improve the
quality of Japanese instruction in the country. The
JLP also plans to establish Japanese programs within
future IUJ branches in Vietnam, Myanmar and Ghana.

The English Language Program
The English Language Program (ELP) offers three
types of language training programs for academic and
professional purposes:

Academic English Program
IUJ students can take a variety of English-language
courses as a part of their graduate studies in IUJ's
degree programs. The Academic English courses
provide first-year students with the necessar y
foundation in academic writing to succeed in their
graduate studies. Second-year students can take
the English for Thesis Writing courses to prepare for
writing their MA thesis.

Intensive English Program
This eight-week program, which runs from mid-July
to mid-September, is offered to incoming IUJ students
and non-IUJ professionals. The Intensive English
Program (IEP) provides 23 hours of classes (focusing
on academic writing, reading, listening/note-taking,
discussion, and oral presentation skills), and requires
about 30 hours of homework per week. Participants
will be able to study alongside and interact with
international students, and thereby work on their
cross-cultural communication skills. There is also a full
calendar of social and sporting activities, all of which
combine to make the IEP a complete international
English experience.

Non-Degree Programs
The ELP also offers intensive, 5-day these programs
to non-IUJ corporate employees at various times
during the year. During short non-degree programs
(NDPs), participants take Business Communication,
Presentations, Cross-Cultural Communication,
Socializing, and Organizational Behavior classes to
meet their professional English needs. In addition, the
ELP offers the Teaching Education Program (TEP) to
Niigata-based Japanese educators of English. In this
NDP, participants take part in courses and workshops
run by experts to improve their theoretical and
practical knowledge of English language education.
Participants in both types of the above NDPs have the
opportunity to immerse themselves in the culturallydiverse environment of IUJ and interact with students
from all over the world.

Teaching Japanese workshop
The JLP holds the TJFL ( Teaching Japanese as a
Foreign Language) workshop for members of the
local community, from which they can gain insights
and knowledge about teaching non-Japanese the
language, and develop teaching skills.
Additional information can also be found on the IUJ
website: www.iuj.ac.jp

日本語プログラム教員

英語プログラム教員

木村

アーメッド・モハメッド （Mohammed Ahmed）

静子

教授

竹内

マギル大学

第二言語教育学修士号（1990）

明弘

准教授

モナーシュ大学

倉品

さやか

講師

内田
講師

広島大学

応用言語学修士号（1994）

日本語教育学修士号（2004）

紀子

お茶の水女子大学

人文科学修士号 （2000）

教授

デラウェア大学

言語学博士号（1988）

スミス・リチャード （Richard Smith）
教授

ケンブリッジ大学

社会科学修士号（1980）

クルックス・アンソニー (Anthony Crooks)
准教授

ディーキン大学

TESOL 修士号（1999）

モンデハー・マイケル

(Michael Mondejar)

講師 コロンビア大学教員養成大学 TESOL 修士号（2012）

About the JLP Faculty

About the ELP Faculty

SHIZUKO KIMURA

MOHAMMED K. AHMED

AKIHIRO TAKEUCHI

RICHARD SMITH

SAYAKA KURASHINA

ANTHONY CROOKS

NORIKO UCHIDA

MICHAEL MONDJAR

Professor
M.Ed. in Second Language Education, McGill University, 1990
Associate Professor
M.A. in Applied Linguistics (TJFL), Monash University, 1994
Assistant Professor
M.ED. in Language and Culture Education, Hiroshima University, 2014
Assistant Professor
M.A. in Humane Studies, Ochanomizu University, 2000

Professor
Ph.D. in Linguistics, University of Delaware, 1988
Professor
M.A. In Social and Political Science, Cambridge University, 1980
Associate Professor
M.A. TESOL, Deakin University, 1999
Assistant Professor
M.A. in TESOL, Columbia University’s Teachers College, 2012

シニアアドバイザー
三橋

一弘

Senior Adviser
KAZUHIRO MIHASHI
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