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A：Face-to-Face B：Face-to-Face C：Face-to-Face

*The delivery mode is subject to change due to various reasons.

A：Mon. Wed. Fri./08:45 - 10:15 B：Mon. Wed. Fri./10:30 - 12:00

C：Mon. Wed. Fri./13:00 - 14:30

A：YAMASHITA, Yoshitaka B：ENYO, Yumiko C：ASAI, Misa

Acquisition of basic Japanese

Acquisition of basic Japanese including Hiragana, Katakana and Masu-forms (Minna no 

Nihongo I: Lesson 1-12)

This class covers “Minna no Nihongo I”(Lesson 1 - 12)

1st week: Hiragana, Katakana

2nd week: Nominal Sentences

3rd week: Verbs in the polite form: Masu-forms

4th week: Structure Particles

5th week: Adjective Sentences, Expressions of Existence

6th week: -wa -ga structures

7th week: Quantifiers, comparison

8th week: Final Examination  

Check the syllabus to see which lesson is being taught, read the Grammatical Notes and 

memorize new vocabulary before the class.

Quizzes 40%, Final exam 60%

(1) Minnano Nihongo I, Honsatsu (=main textbook), 3A Corporation

  (ISBN:978-4-88319-603-6, 2,500yen+tax)

(2) Minnano Nihongo I, Translation and Grammatical Notes, 3A Corporation

  (ISBN:978-4-88319-604-3, 2,000yen+tax)

• Students are expected to attend all classes (3 classes per week).

• Practice by yourself before the course orientation by using the Hiragana practice sheets 

(https://jpncourse.oia.hokudai.ac.jp/entry/) and submit these to your instructor at the 

first grammar class.
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Grading System
Textbooks
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初

級

初

級
A：対面　B：オンライン　C：対面
※様々な理由により授業形式が変更となることがある。
A：月・水・金／08：45～10：15　B：月・水・金／10：30～12：00
C：月・水・金／13：00～14：30
A：山下　好孝　B：延与　由美子　C：浅井　美佐
日本語文法の基礎を学習する。
日本語の文字（ひらがな、カタカナ）、基本的な文（名詞文、形容詞文、動詞
文など）を学習する。
教科書『みんなの日本語Ⅰ』（第1～12課）を学習する。
第1週：ひらがな、カタカナ
第2週：名詞文
第3週：動詞文（ます形）
第4週：格助詞
第5週：形容詞文、存在文
第6週：「～は～が」構文
第7週：数量詞、比較級・最上級
第8週：期末テスト
授業の前に、シラバスを見て、文法解説書の該当部分を読んで理解し、新出語
彙を覚えてくること。
クイズ 40%、期末テスト 60%
（1）『みんなの日本語 初級Ⅰ本冊』スリーエーネットワーク

（ISBN:978-4-88319-603-6、2,500円＋税）
（2）『みんなの日本語 初級Ⅰ翻訳・文法解説』スリーエーネットワーク

（ISBN:978-4-88319-604-3、2,000円＋税）
・週に3日、必ず出席すること。出席できない学生は受講を認めない。
・コース申請時にダウンロードして練習した「ひらがなシート」を初回授業で

提出すること。
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春学期（4月12日～6月11日）　Spring Quarter
初級文法　Introductry Japanese Grammar
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A：Face-to-Face　B：Online　C：Face-to-Face

*The delivery mode is subject to change due to various reasons.

A：Mon. Wed. Fri./08:45 - 10:15　B：Mon. Wed. Fri./10:30 - 12:00

C：Mon. Wed. Fri./13:00 - 14:30

A：YAMASHITA, Yoshitaka　B：ENYO, Yumiko　C：ASAI, Misa

Acquisition of basic Japanese

Acquisition of basic Japanese including Hiragana, Katakana and Masu-forms (Minna no 

Nihongo I: Lesson 1-12)

This class covers “Minna no Nihongo I”(Lesson 1 - 12)

1st week: Hiragana, Katakana

2nd week: Nominal Sentences

3rd week: Verbs in the polite form: Masu-forms

4th week: Structure Particles

5th week: Adjective Sentences, Expressions of Existence

6th week: -wa -ga structures

7th week: Quantifiers, comparison

8th week: Final Examination  

Check the syllabus to see which lesson is being taught, read the Grammatical Notes and 

memorize new vocabulary before the class.　

Quizzes 40%, Final exam 60%

(1) Minnano Nihongo I, Honsatsu (=main textbook), 3A Corporation

(ISBN:978-4-88319-603-6, 2,500yen+tax)

(2) Minnano Nihongo I, Translation and Grammatical Notes, 3A Corporation

(ISBN:978-4-88319-604-3, 2,000yen+tax)

• Students are expected to attend all classes (3 classes per week).

• Practice by yourself before the course orientation by using the Hiragana practice sheets

(https://jpncourse.oia.hokudai.ac.jp/entry/) and submit these to your instructor at the

first grammar class.
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A：対面　B：対面　C：対面
※様々な理由により授業形式が変更となることがある。
A：月・水・金／08：45～10：15　B：月・水・金／10：30～12：00
C：月・水・金／13：00～14：30
A：山下　好孝　B：延与　由美子　C：浅井　美佐
日本語文法の基礎を学習する。
日本語の文字（ひらがな、カタカナ）、基本的な文（名詞文、形容詞文、動詞
文など）を学習する。
教科書『みんなの日本語Ⅰ』（第1～12課）を学習する。
第1週：ひらがな、カタカナ
第2週：名詞文
第3週：動詞文（ます形）
第4週：格助詞
第5週：形容詞文、存在文
第6週：「～は～が」構文
第7週：数量詞、比較級・最上級
第8週：期末テスト
授業の前に、シラバスを見て、文法解説書の該当部分を読んで理解し、新出語
彙を覚えてくること。
クイズ 40%、期末テスト 60%
（1）『みんなの日本語 初級Ⅰ本冊』スリーエーネットワーク
　　（ISBN:978-4-88319-603-6、2,500円＋税）
（2）『みんなの日本語 初級Ⅰ翻訳・文法解説』スリーエーネットワーク
　　（ISBN:978-4-88319-604-3、2,000円＋税）
・週に3日、必ず出席すること。出席できない学生は受講を認めない。
・コース申請時にダウンロードして練習した「ひらがなシート」を初回授業で

提出すること。
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