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Introductory

A：Face-to-Face        C：Online

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

A：Tue. Thur./08:45 - 10:15        C：Tue. Thur./08:45 - 10:15

A：ICHIKAWA, Akemi        C：HUANG, Meihua

To enable students to use about 170 basic kanji (and accompanying vocabulary) that are 

necessary for research and daily life.

(1) Learning different kinds of Japanese symbols and their usage

(2) Learning On-readings and Kun-readings, Chinese words and Japanese words

(3) Recognizing the forms, sounds, and meaning of Kanji

(4) Learning usage of Kanji words

(5) Increasing vocabulary

Learning following Kanji:

（１）  一二三四五六七八九十百千万円
（２）日月火水木金土曜山川田中本
（３）（大）学校（生）先私国人語（会）社銀（行）員医者研究
（４）時計年去（来）今週分半何午前後朝昼晩夜夕方毎
（５）行来帰休食飲買書読見聞教会
（６）大小高安新古白黒赤青好元気有名親切便利不
（７）机上下左右間東西南北手足口目耳
（８）子男女彼父母友達家族
（９）駅電車地鉄自転荷物
（10）牛鳥肉魚料理野菜屋酒茶店
（11）雨雪天外花林森道海空
（12）多少近遠広狭明暗長短
（13）入出立動止歩乗降持住言話生

Homework will be given by the instructor.

Quizzes/Homework assignments 40%, Mid exam 30%, Final exam 30%

"Kanji 600" (tentative title)  Hokkaido University Press  -Details will be announced in 

class.

・This class is for foreign students who have never studied Kanji.

・As the content of this class accompanies material learnt in the grammar class, it is 

recommended that you take "Introductory Japanese Grammar 1" at the same time or 

have already studied it.

・Do not be late because quiz will be held at the beginning of the lesson.

・Students are expected to attend all classes (2 classes per week).

Introductory Kanji & Vocabulary (for Non Kanji Background Learners) 1A／CSubject

Course Delivery Mode

Time(s)
Instructor(s)
Course Objectives

Course Goals

Course Schedule

Homework
Grading System
Textbooks

Additional Information

初

　級

初

　級

初

　級

初

　級
A：対面　　C：オンライン
※様々な理由により授業形式が変更となることがある。
A：火・木／08:45～10:15　　C：火・木／08:45～10:15
A：市川　明美　　C：黄　美花
生活や研究に必要な漢字約170字と、その漢字を使った語彙を学ぶ。
（１）日本語で使われる文字の種類と使い方がわかる。
（２）音読みと訓読み、和語と漢語の違いがわかる。
（３）漢字の形・意味・音がわかる。
（４）習った漢字を使った言葉の意味と読み方がわかる。
（５）漢字を使った語彙が使える。
以下の約170字の漢字を学習する。
（１）一二三四五六七八九十百千万円　　　                             
（２）日月火水木金土曜山川田中本                                     
（３）（大）学校（生）先私国人語（会）社銀（行）員医者研究         
（４）時計年去（来）今週分半何午前後朝昼晩夜夕方毎          
（５）行来帰休食飲買書読見聞教会                                     
（６）大小高安新古白黒赤青好元気有名親切便利不             
（７）机上下左右間東西南北手足口目耳                       
（８）子男女彼父母友達家族                                 
（９）駅電車地鉄自転荷物                                           
（10）牛鳥肉魚料理野菜屋酒茶店                                      
（11）雨雪天外花林森道海空                                
（12）多少近遠広狭明暗長短                                
（13）入出立動止歩乗降持住言話生             
クラスの中で教師が指示する。
クイズ・宿題 40%、中間テスト 30%、期末テスト 30%
『漢字600（仮タイトル）』北海道大学出版会（詳細は授業内でお知らせする）
・初めて漢字を学習する人を対象とする。
・授業は文法クラスで学んだ内容に沿って進むので、初級文法１クラスを受講

している、あるいは終了していることが望ましい。
・クイズは授業の開始時に実施するので、遅れないで来ること。
・週に２日必ず出席すること。

初級漢字・語彙（非漢字圏の学生向け）1A／C科　　目

授業形式

曜日／時間
担 当 者
授業の目標
到達目標

授業計画

準備学習
成績評価の基準と方法
テキスト・教科書
備　　考

か もく
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　　  じゅぎょうけいしき

　　よう  び　　  じ かん

　　  たん　 とう　 しゃ

　　じゅぎょう　　　もく ひょう

　　　とう たつもく ひょう

　　  じゅぎょうけいかく

　　 じゅん び がく しゅう

せいせきひょうか　　  きじゅん　  ほう ほう

　　　　　　　 きょう　か　しょ

　　　 び　　　　 こう

たいめん

さまざま り ゆう へんこうじゅぎょう けいしき

しょきゅうかん じ ご い

か もく か もく

いちかわ あけみ

せいかつ

い か

かり しほっかいどうだいがくしゅっぱんかい しょうさい じゅぎょうない

はじ

かん じ

かん じ がくしゅう ひと たいしょう

そ すす

じゅぎょう

じゅぎょう まな ないよう

じっ し おく くかい し じ

きょうなか

しゅくだい ちゅうかん き まつ

し し じ

かん じ がくしゅうやく じ

ひつよう かん じ かん じ ご いつか まなやく

に ほん

おん よ

かん じ

かん じ ご い つかつか

なら かん じ つか こと ば い み よ かた

い み おとかたち

くん よ わ ご かん ご ちが

ご つか も じ しゅるい つか かた

じけんきゅう

ふぁん めいふぁ

ひ かん じ けん がくせい む

しゅう ふつかかなら しゅっせき

しょきゅうぶんぽう じゅこう

しゅうりょう のぞ
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