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Face-to-Face

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

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

TOMITA, Machiko

To enable students to use about 270 basic Kanji (and accompanying vocabulary) that are 

necessary for research and daily life.  

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

(2) Learning usage of Kanji words

(3) Increasing vocabulary 

(4) Increasing knowledge of Kanji (radical, sound part, etc…)

Learning following Kanji:

（１）頭顔色体力声歯痛死薬心配調最太
（２）使作座思知洗考押引待合建運急進
（３）試験問題宿受実質授業予復発表練
（４）説同意味注以文正答当反対違由形
（５）走飛通渡泳登曲開閉付始集変消落
（６）客観光港機到着遅案内際定席次約
（７）竹馬羊欠貝糸王米低欲箱念疲遊困
（８）果菓課泊組効飯故静星眠悲申線亡
（９）久初連絡留記活慣湯末平和洋宅願
（10）覚忘捨拾選返呼迎伝置信頼取換勤
（11）現支払収品価格値段割税込袋両替
（12）暖涼温熱冷難易甘辛苦細簡単特別
（13）橋向側角横交普祭季節昔美風景周
（14）政治経済営法律歴史育工農科専卒
（15）石油輸貿制情報絶必要震危険関係
（16）無未非各全第位倍製産化的性代費
（17）結婚式指輪息娘皆様君祝招優幸婦
（18）決続届並直残戻減増倒汚流折焼過

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 Chinese or Korean students (include other students who know Chinese 

or Korean Kanji) who have studied about 250 Kanji.

・Prerequisite:“ Minna no Nihongo I ” or equivalent

・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 Kanji Background Learners) 2BSubject

Course Delivery Mode

Time(s)
Instructor(s)
Course Objectives

Course Goals

Course Schedule

Homework
Grading System
Textbooks

Additional Information

初

　級

初

　級
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。
火・木／08:45～10:15
富田　麻知子
生活や研究に必要な漢字約270字と、その漢字を使った語彙を学ぶ。
（１）中国や韓国などの漢字との形・意味・音の違いがわかる。
（２）習った漢字を使った言葉の使い方がわかる。
（３）漢字を使った語彙を増やすことができる。
（４）漢字の語構成・音符・部首など漢字についての知識を増やすことができる。
以下の約270字の漢字を学習する。
（１）頭顔色体力声歯痛死薬心配調最太             
（２）使作座思知洗考押引待合建運急進             
（３）試験問題宿受実質授業予復発表練             
（４）説同意味注以文正答当反対違由形             
（５）走飛通渡泳登曲開閉付始集変消落             
（６）客観光港機到着遅案内際定席次約             
（７）竹馬羊欠貝糸王米低欲箱念疲遊困             
（８）果菓課泊組効飯故静星眠悲申線亡             
（９）久初連絡留記活慣湯末平和洋宅願             
（10）覚忘捨拾選返呼迎伝置信頼取換勤            
（11）現支払収品価格値段割税込袋両替            
（12）暖涼温熱冷難易甘辛苦細簡単特別            
（13）橋向側角横交普祭季節昔美風景周            
（14）政治経済営法律歴史育工農科専卒            
（15）石油輸貿制情報絶必要震危険関係            
（16）無未非各全第位倍製産化的性代費            
（17）結婚式指輪息娘皆様君祝招優幸婦            
（18）決続届並直残戻減増倒汚流折焼過    
クラスの中で教員が別途指示する。
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。）
・このクラスは漢字圏の学生および中国や韓国などの漢字を知っている学生で、

日本語の漢字を250字程度学習した人を対象とする。
・このクラスは『みんなの日本語初級Ⅰ』終了程度の文法知識を必要とする。
・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（漢字圏の学生向け）2B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
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　　  じゅぎょうけいかく
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　　　　　　　 きょう　か　しょ

　　　 び　　　　 こう

さまざま り ゆう へんこうじゅぎょう けいしき

たいめん
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かん じ おん ぷ ぶ しゅ かん ち  しき ふじご こうせい

なら かん じ つか こと つか かたば

かたち

じけんきゅう

ちゅうごく かんこく

かんじ ていじ ど がくしゅう ひと たいしょう

し　じ

かん じ けん がくせい む

い か かん じ がくしゅうやく じ

しゅう ふつかかなら しゅっせき
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