
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分が書いたもの（Word 等）を 

オンラインセッションで見てほしい時は 

スマホではなくパソコンで受講しよう 

 

 スマホでは難しい相談も 

2021年度秋学期  
アドバイジングセッション ＆ 日本語アカデミックヘルプデスク 

～予約の前に必ずお読みください～ 
 

📞If you need any assistance in English, please contact Language Center/NINJA (Tel: 075-757-8204  E-mail: ninja@kufs.ac.jp) 

 

日本語アカデミックヘルプデスク  
 

アドバイジングセッション   

 
 

予約制・40 分 原則予約制・40 分 

➤ セッション受講の流れ ➤   

 

日本語を専門とする日本人教員に日本語学習や 

ライティングスキルについて相談ができるセッションです 

使用言語は日本語 

 

！予約と受講にあたって！  

   

 

語学学習・アカデミックスキル全般について、 

ゆっくりと話ができるセッションです 

使用言語は主に日本語ですが、英語での対応も可能 

 

.キャンセル方法   

 
セッション開始時刻までに 

♦1 時間以上ある場合：予約システムからキャンセル 

♦1 時間未満の場合：NINJA に連絡（ninja@kufs.ac.jp または 075-757-8204） 

※ 無断欠席の場合、以後セッションを予約できなくなる場合があります 

 

 

《対面セッション》 

①セッション開始５分前に NINJA（4 号館 1 階）カウンターで受付をする 

② 担当アドバイザーのいるセッションブースでセッションを始める 

《オンラインセッション》 

①セッション開始５分前に、Microsoft Teams を起動し、サインインする 

②アドバイザーからの音声通話の呼び出しに応える 

③ アドバイザーと相談して、「ビデオ通話」「音声通話」「チャット」のうち１つを選ぶ 

※オンラインセッション受講の禁止事項 

 

 

     

  対面（NINJA）または 

オンライン（MS Teams）が選べる 

セッションの種類（「アドバイジング」or「日本語

アカデミックヘルプ」）とアドバイザーが選べる 

「アドバイジング」と「日本語アカデミック 

ヘルプデスク」の同日予約は不可… 

でも「スピーキング/ライティング」または 

「Have a Chat Plus」との同日予約は可 

 選べるセッションの形式 

 

 選べるセッション・アドバイザー 

 ５分以上の遅刻でセッション中止

を探そう 

 

 1 日に受講できる回数は１回 

話したいことや聞きたいことを 

具体的に入力しよう 

 相談内容は詳しく 

予約開始時刻までに 

NINJA カウンターで受付または 

Teams にサインインしよう 

 予約開始日：９/2１（火） 「遠隔授業」実施期間は、 
オンラインセッションのみ 

 
９/27～10/1 オンラインのみ 

10/  4～    対面/オンライン選択可  

tel:075-757-8204
mailto:ninja@kufs.ac.jp
mailto:ninja@kufs.ac.jp
https://drive.google.com/file/d/1b5Q8E00YC3dKyNv3lIuVv9eOUQW4ZwcM/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《こんなことが相談できます》 

 勉強、どうしたらいいの？ - 目標設定・計画 

 語学検定試験に挑戦したい - TOEIC、IELTS、TOEFL、英検、その他 

 進路について考えたい - 留学、進学、その他 

 語学スキルをアップしたい - 文法、発音、ライティング、リスニング、スピーキング 

 アカデミックスキルをアップしたい - リサーチ、レポートの書き方、英語でおこなわれる授業のノートの取り方 

※成績に関わる添削はできません 

※ 

《こんなことが相談できます》   

 レポートに何を書いていいのかわからない！ - レポートのテーマの探し方 

 大学生っぽい日本語で書きたい！発表したい！ - 日本語でのレポートの書き方、レジュメの作り方、発表の仕方 

 レポートに必要な資料って、どう探せばいいの？ - 文献や資料の探し方 

 より高度な日本語を身につけたい - 日本語学習 
※成績に関わる添削はできません 

 
《NINJA 事務取扱時間》 ［授業期間］月曜日-金曜日 10:00-18:00 

 

石川 保茂（Yasushige ISHIKAWA） 

＊外国語学習目標設定・計画 

＊TOEIC.  ＊IELTS   

＊留学    ＊進学 など  

＊外国語学習目標設定・計画   

＊TOEIC.  ＊IELTS 

＊留学    ＊進学   

＊英語語学スキル（文法・リスニング） など 

 

河野 弘美（Hiromi KONO） 

＊外国語学習目標設定・計画   

＊TOEIC  ＊留学  ＊進学 

＊リサーチ  ＊英語でのレポートの書き方 など 

泉 宏朗（Hiroaki IZUMI） 

辻 美也子（Miyako TSUJI） 

＊外国語学習目標設定・計画 

＊ポルトガル語圏留学の学習相談 

＊ポルトガル語検定試験 

＊英語・スペイン語・ポルトガル語語学スキル (文法、発音、リスニング、ライティング、スピーキング） など 

※ポルトガル語またはスペイン語での対応も可 

Moises CARVALHO（モイゼズ・カルヴァーリョ） 

＊外国語学習目標設定・計画 

＊TOEIC  .＊IELTS . ＊TOEFL 

＊英検    ＊英文法  ＊留学 など 

アドバイジングセッション 

ラーニングアドバイザー   

 

近藤 優美子（Yumiko KONDO） 

  ＊文章でのアピール方法 

  ＊明確で簡潔な文章の書き方 

  ＊説得力のある発表方法 

  ＊卒論・修論の構成  

  ＊卒論・修論の推敲 など  

  真田 聡美（Satomi SANADA） 

  ＊レポートでまずするべきこと 

  ＊資料の探し方 

  ＊レポートの構成 

  ＊志望理由書の書き方 

  ＊E メールの書き方 など 

 

日本語アカデミックヘルプデスク 

ラーニングアドバイザー   

 



 

 

 

 

 

英米語学科の外国人教員と英語の 

スピーキングとライティングに関することを 

何でも相談できるセッションです 

※予約システムのスケジュール上の表示は「20 分」となっていますが、 

実際のセッションは「30 分」です 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.キャンセル方法  

   

 

📞If you need any assistance in English, please contact Language Center/NINJA (Tel: 075-757-8204  E-mail: ninja@kufs.ac.jp) 

 

2021年度秋学期 スピーキング／ライティングセッション 

～予約の前に必ずお読みください～ 
 

スピーキング／ライティングセッション 

30 分 

自分が書いたもの（Word 等）を 

オンラインセッションで見てほしい時は 

スマホではなくパソコンで受講しよう 

 

 スマホでは難しい相談も 

 

  対面（NINJA）または 

オンライン（MS Teams）が選べる 

目標設定や資格試験対策など 

目的に合わせてアドバイザーが選べる 

でも他の種類のセッションであれば、 

同日予約は可  

※各セッションの「予約時の注意事項」を要確認 

 選べるセッションの形式 

 

 選べるアドバイザー 

 ５分以上の遅刻でセッション中止

を探そう 

 

 1 日に受講できる回数は１回 

話したいことや聞きたいことを 

具体的に入力しよう 

 相談内容は詳しく 

予約開始時刻までに 

NINJA カウンターで受付または 

Teams にサインインしよう 

！予約と受講にあたって！   
 

➤ セッション受講の流れ ➤   

 

セッション開始時刻までに 

♦1 時間以上ある場合：予約システムからキャンセル 

♦1 時間未満の場合：NINJA に連絡（ninja@kufs.ac.jp または 075-757-8204） 

※ 無断欠席の場合、以後セッションを予約できなくなる場合があります 

 

 

 

《対面セッション》 

①セッション開始５分前に NINJA（4 号館 1 階）カウンターで受付をする 

② 担当アドバイザーのいるセッションブースでセッションを始める 

《オンラインセッション》 

①セッション開始５分前に、Microsoft Teams を起動し、サインインする 

②アドバイザーからの音声通話の呼び出しに応える 

③ アドバイザーと相談して、「ビデオ通話」「音声通話」「チャット」のうち１つを選ぶ 

※オンラインセッション受講の禁止事項 

 

 

     

「遠隔授業」実施期間は、 
オンラインセッションのみ 

 

 予約開始日：９/2１（火） 

９/27～10/1 オンラインのみ 

10/  4～       対面/オンライン選択可  

tel:075-757-8204
mailto:ninja@kufs.ac.jp
mailto:ninja@kufs.ac.jp
https://drive.google.com/file/d/1b5Q8E00YC3dKyNv3lIuVv9eOUQW4ZwcM/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スピーキングセッション  

🔸 アドバイザーに「What can I do with you today?」と聞かれた時に、話したい『話題』や尋ねたい『質問』を言えるように 

事前に考えておきましょう！ 

🔸 検定試験のスピーキング（面接）の対策をしたい場合、練習したい『問題』をいくつか選んでおきましょう！ 

ライティングセッション  

🔸 ライティングについて相談してみたい『悩み事』や聞いてみたい『質問』をいくつかリストアップしておきましょう！ 

🔸 アドバイザーに見てもらいたいライティングがある場合、『スペル・文法チェック』等できることは事前におさえておきましょう！ 

   

〔☟こういった基本は事前におさえておきましょう☟〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 冠詞はあってる？ 

 三単現のＳは？ 

 複数形？アポストロフィー？ 

スピーキング／ライティングセッション 

ラーニングアドバイザー   

 

《こんなことが相談できます》 

 勉強、どうしたらいいの？ - 目標設定・計画 

 語学検定試験に挑戦したい - TOEIC、IELTS、TOEFL、英検、その他 

 進路について考えたい - 留学、進学、その他 

 語学スキルをアップしたい - 文法、発音、ライティング、リスニング、スピーキング 

 アカデミックスキルをアップしたい - リサーチ、レポートの書き方、英語でおこなわれる授業のノートの取り方 

※成績に関わる添削はできません 

※ 

《NINJA 事務取扱時間》 ［授業期間］月曜日-金曜日 10:00-18:00 

 

     

！受講のためのヒント！ 

   

 

Brian BACHMAN（ブライアン・バックマン） 

TOEIC, IELTS, TOEFL, EIKEN, Study 

abroad/Graduate school, Writing, 

Listening, Speaking, Research, etc. 

Jehan CRUZ（ジェハン・クルーズ） 

Goal setting/planning, IELTS, Study 

abroad, Grammar, Pronunciation,  

Writing, Listening, Speaking, Research, 

Report, Note-taking in English Class, etc. 

Goal setting/planning, TOEIC, IELTS,  

TOEFL, EIKEN, Study abroad/Graduate 

school, Pronunciation, Writing, Listening, 

Speaking, Research, Report, etc.  

Robert MCCLUNG（ロバート・マククラング）   

Jodie CAMPBELL（ジョディ・キャンベル） 

Speaking, Listening, Writing, 

Grammar, Research, Report, etc. 

   Adam CLIFTON（アダム・クリフトン） 

Goal setting/planning, Grammar,  

Listening, Research, Note-taking in English 

Class, etc. 

 

Study Abroad, Graduate School, 

Pronunciation, Writing, Listening, 

Speaking, Research, Report, etc. 


