科目名

Subject name

日本語初級Ⅱ(1)【000204】

Japanese Class for BeginnersⅡ(1)【000204】

科目区分（Course type） 単位数（Credits） 選択・必修（Elective/Compulsory）
授業形態（Course format）
International Course
選択
講義
1
（International Course）
（Elective）
（Lecture）
開講時期（Course start）
講義室（Room）
L13会議室
秋学期
（L13 Meeting Room）

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）】

友達を誘ったり、一緒に相談して約束することができる。また、周りの状況を簡単に伝えたり、何か
の依頼や提案をしながら 一緒に行動することができる。簡単に自分の家族や友達について周りの人
に紹介することができる。漢字の成り立ちや基本的なルールを学び、学習の方法を知る。学習漢字は
49字。
You can invite friends somewhere and make dates with them, including discussing places to go and things you
want to do. You can easily communicate situations to friends and also make requests and suggestions when doing
something with them. You can tell friends and people around you about your family and friends in simple terms.
You can learn the reading and writing of 49 basic Kanji characters with the guide of kanji’s fundamental rules
and origins.
【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）】

【内

いっしょ
一緒に!
いっしょ い
1回 (一緒に行きませんか)

2回

3回

4回

5回

容（Content）】

既習項目の確認と復習
Review (grammars you studied )
Vましょう・Vませんか・数詞(枚) ・〜があります
［場所］で
〜があります
Vましょう・Vませんか・(numeral)まい・～があります ［place］
で～があります
【漢字】一二三私人才学生
いっしょ
～で～がいちばんAです・～と～とどちらがAですか
一緒に!
～のほうがAです・～は～よりAです
(どちらがいいですか)
【漢字】校日本語円
もうVましたか(経験)・まだです・〜よ・〜ね(確認)
〜はどうで
いっしょ
一緒に!
すか
やくそく
もうVましたか・まだです・～よ・～ね(confirmation)～はどうです
(約束)
か
【漢字】四五六七八九十百千万
6課の復習テスト
ともだち いえ
友達の家で
Review Test L6
みち
Vのグループ分け・位置のことば
(道がわかりません)
～は～にあります/います・～が～にあります/います
【漢字】月火水木金土
ともだち いえ
［て形］・〜てください
友達の家で
［道具］で・Nの［Vます形］方・どのN・どれ
じゅんび Vてください
(パーティーの準備)
Nで・NのVかた・どのN・どれ
【漢字】曜何年奈良

1

［て形］〜ています(動作の進行)・〜ましょうか(申し出)
Vています(progressive form)・Vましょうか(offer)
誰が・まだあります/もうありません
だれが・まだあります/もうありません
【漢字】時間分東京
たいせつなひと
〜に住んでいます・数詞(人・匹)・〜がいます
大切な人
［Vて形］います(職業)・Nが上手/下手です
かぞく ともだち
ひと 〜は〜がAです・Aくて/で(形容詞の接続)
～にすんでいます・～が(numeral にん・ひき)います
7回 (家族・友達・こんな人)
Vています(occupation)・～はNがAです
イAくて、～・ナA/Nで、～
【漢字】名前国男女
たいかい スピーチ
ミニスピーチ大会
speech
8回
7課の復習テスト
Review Test L7
【漢字】県区市先週
ともだち いえ
友達の家で
たの
6回
(みんなで楽しいパー
ティー)

【テキスト（Textbook）】
『できる日本語・初級』(6課～8課1、2)
『Dekiru Nihongo・Beginner』(L6～L8・1&2)
【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１コース修了レベル、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 BeginnersⅠ" 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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