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１．科目の概要（Course outline）
【担当教員（Teacher）】

担当教員筆頭者名（Supervising teacher）

中尾 紀子
（Noriko Nakao）

中尾 紀子
（Noriko Nakao）

【教育目的／授業科目（Course objectives）】

友達にあげるプレゼントについて相談したり、もらったプレゼントについて話したりできる。サーク
ルや交流イベントに参加した時に自分の趣味を話したり相手に質問したりできる。大勢の人と行動す
るために状況に応じて簡単な質問ができる。また指示を理解して行動することができる。漢字はN5レ
ベル到達を目標とし、初級Ⅱ(1)コースに続く40字を学習する。
You can talk about gifts you give or receive. You can talk about your likes and interests when participating in a
club or international exchange activity, and ask others about theirs. You can ask simple questions regarding a
particular situation when doing something in a big group and also can act based on proper understanding of
instructions. You can learn 40 Kanji characters, following the BeginnersⅡ(1), which covers the N5 level of the
JLPT.
【指導方針（Course methodology）】

学習者主体の考えに基づき初級に必要な語彙・文法・漢字を導入しながら、日本語で人とつながる力
を養成する。また段落構成力を身につけ固まりで話し、自分の考えを伝える力をつける。
In a learner-centered way, we introduce vocabulary, grammar and Kanji characters so that the students can
build relations with others in Japanese. Also we make them express their ideas or opinions by writing essays with
a certain number of paragraphs.
２．授業計画等（Course plan）
【テーマ（Topic）】

たいせつなひと
1回 大切な人
(プレゼント)
す
好きなこと
しゅみ
2回 (いろいろな趣味)

【内

容（Content）】

あげます・もらいます・くれます
【漢字】毎午後見食
8課の復習テスト
Review Test L8
［V辞書形］・［V辞書形］こと・頻度のことば
［期間］
に［回・冊・本］(数詞)
Vることです・いつも、よく、ときどき、あまり、ぜんぜん
(period of time)に(numeral)かい・さつ・ほん
【漢字】飲買物行休

す
好きなこと

［V辞書形］こと/N ができます(能力)
Nができます・Vことができます(ability)
(できること・できないこ 【漢字】今来帰会社
と)
す
［て形］(接続)、〜・どうやって
好きなこと
Vて、〜・ どうやって
4回
たの
しゅうまつ
【漢字】聞読書話寺
(楽しい週末)
バスツアー
9課の復習テスト
しゅうごう
Review Test L9
(集合)
もう〜ましたか(完了)/まだ［Vて形］いません
［Vて形］来ます・Nが見えます/聞こえます・［場所］を
5回
もう〜ましたか(completion)・まだVていません
Vてきます・Nがみえます/きこえます・(place)を
【漢字】言貝田力門
3回

1

バスツアー
ちゅうい
6回 (いろいろな注意)

バスツアー
どうぶつえん
7回 (動物園で)

8回

たいかい
ミニスピーチ大会

［Vて形］もいいですか
［Vない形］・［Vない形］でください・Nは(取り立て)
Vてもいいですか
Vないでください
【漢字】肉料理野半
Nが［Vて形］います
N/［V辞書形］ことができます(状況)・Aに/くなります
NがVています・イAく/ナAになります
【漢字】大小家族父
スピーチ
10課の復習テスト
Review Test L10
【漢字】母兄弟姉妹

【テキスト（Textbook）】
『できる日本語・初級』(8課3〜10課)
『Dekiru Nihongo・Beginner』(L8・3〜L10)
【参考書（Reference book）】
『楽しく聞こう』『漢字たまご・初級』
『Tanoshiku Kikou』『Kanji Tamago・Beginner』

３．その他（Other information）
【履修条件（Eligibility for this course）】

初級Ⅱ(1)コースを修了していること、または同等レベルであること(コース開始前に復習テストを課す
ことがある)
Completion of "Japanese Class for BeginnersⅡ(1)" course or equivalent (You might have a review test beforehand.)
【オフィスアワー（Consultation times）】

Eメールで連絡の上、日時を決める
By e-mail appointment
【成績評価の方法と基準（Grades/Evaluation）】

出席(20%)・宿題(20%)・復習テスト(20%)・漢字テスト(20%)・スピーチ(20%)
Attendance(20%)・Homework(20%)・Review Test(20%)・Kanji Test(20%)・Speech(20%)
【関連科目（Ralated courses）】
【注意事項（Important inforamtion）】

履修人数を制限する場合がある。(原則、最大12人) なお、必要に応じて進度や内容を調整することが
ある。
Maximum 12 people in principle. This curriculum might be changed accordingly.
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