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　級

Introductory

Face-to-Face

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

Wed. Fri./16:30 - 18:00

HASEGAWA, Hiroe

Acquisition of basic Japanese grammar and vocabulary used in daily life.

Using correct Hiragana and Katakana.

Acquisition of basic Japanese grammar and vocabulary used in daily life.

This class covers “Dekiru Nihongo Syokyu” Lesson 1-9  

1st week: Orientation/Japanese Characters, My name and country

2nd week: My Birthday and hobbies

3rd week: Where? How much?

4th week: At restaurant

5th week: My daily schedule

6th week: How is the place?

7th week: Season and food 

8th week: Midterm Exam (Lesson 1-4)  

9th week: Talking about what you do on holiday　　

10th week: Invitation and making a date

11th week: Asking for directions when you lost/ Preparation of a party

12th week: At the Party 

13th week: Friends and family/Seeking advice on gift for friends

14th week: Hobbies/What can you do?

15th week: Talking about what you did a day off/Explanation the procedures

16th week: Final Exam (Lesson 5-9)

Review of the class, doing the assignment and preview of new vocabulary is needed.

Quizzes 40%, Midterm Exam 30%, Final Exam 30%  

(1) Dekiru Nihongo Syokyu Honsatsu ALC Corporation 

(ISBN9784757419773, 3400yen+tax)

(2) Dekiru Nihongo Watashino Bunpo Note Syokyu ALC Corporation

(ISBN9784893588012, 1000yen+tax)

Students must attend 70% and over, prepare a 2-hole file, and use Japanese outside of the 

class.

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 

class.

Survival Japanese 1 (Basic)Subject

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。
水・金／16:30～18:00
長谷川　洋枝
日本での生活に必要な日本語の基礎的な文法・語彙を習得する
ひらがな・カタカナが使えるようになる
日常生活の身近な場面で使う文法・語彙を習得する
教科書『できる日本語』1～9課の内容を学習する
第１週　オリエンテーション・日本の文字・私の名前・国・仕事
第２週　私の誕生日・私の趣味
第３週　どこですか・いくらですか
第４週　レストラン・何時までですか
第５週　私のスケジュール・どんな毎日？
第６週　どこ？・どんなところ？
第７週　季節・料理
第８週　中間テスト（1～4課）
第９週　週末・休みの後で・今度の休みに  
第10週　一緒に行きませんか・どちらがいいですか・約束
第11週　道がわかりません・パーティーの準備
第12週　みんなで楽しいパーティー
第13週　友人・家族・プレゼント
第14週　いろいろな趣味・できること・できないこと
第15週　たのしい週末
第16週　期末テスト（5～9課）
授業で学習したことはかならず復習すること
宿題は必ず指定された日までに行うこと
新しい課に入る前に、語彙は予習しておくこと
クイズ40% 中間テスト30% 期末テスト30%
『できる日本語　初級』本冊（ISBN 9784757419773、3400円＋税）
『できる日本語　わたしの文法ノート初級』（ISBN 9784893588012、1000円＋税）
出版社：アルク　著者：できる日本語教材開発プロジェクト
70%以上出席すること、A4の2穴ファイルを1冊準備すること
学習した日本語はできるだけ使うように心がけること
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

実用日本語1（基礎）
じつよう に  ほん  ご き　そ

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

Interm
ediate

Interm
ediate

初

　級

Introductory

初

　級

Introductory

　　  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

へんこうけいしきじゅぎょうり ゆうさまざま

すい きん

は  せ がわ ひろ え

しゅうとくご　いぶんぽうき　そ てきに ほん ごひつようせいかつに ほん

つか

にちじょうせいかつ み ぢか ば めん つか ぶんぽう ご　い しゅうとく

きょう か しょ に ほん ご か ないよう がくしゅう

だい

だい

だい

だい

だい

だい

だい

だい

だい

だい

だい

だい

だい

だい

だい

だい

しゅう に ほん も　じ わたし な まえ くに し ごと

しゅう わたし たんじょう び わたし しゅ み

しゅう

しゅう なん じ

しゅう わたし まいにち

しゅう

しゅう き せつ りょう  り

しゅう ちゅうかん か

しゅう しゅうまつ やす あと こんど やす

しゅう いっしょ い やくそく

しゅう みち じゅん び

しゅう たの

しゅう ゆうじん か ぞく

しゅう しゅ み

しゅう しゅうまつ

しゅう き まつ か

じゅぎょう がくしゅう ふくしゅう

しゅくだい かなら し てい ひ おこな

あたら か はい まえ ご　い よ しゅう

ちゅうかん き まつ

に ほん ご しょきゅう ほんさつ えん ぜい

に ほん ご ぶんぽう しょきゅう えん ぜい

しゅっぱんしゃ ちょしゃ に ほん ご きょうざいかいはつ

い じょうしゅっせき けつ さつじゅんび

がくしゅう に ほん ご つか こころ

しんせい じ れんしゅう しょかいじゅぎょう てい

しゅつ
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初

　級

Introductory

初

　級

Introductory

Face-to-Face

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

Wed. Fri./16:30 - 18:00

HASEGAWA, Hiroe

Acquisition of basic Japanese grammar and vocabulary used in daily life.

Using correct Hiragana and Katakana.

Acquisition of basic Japanese grammar and vocabulary used in daily life.

This class covers “Dekiru Nihongo Syokyu” Lesson 1-9  

1st week: Orientation/Japanese Characters, My name and country

2nd week: My Birthday and hobbies

3rd week: Where? How much?

4th week: At restaurant

5th week: My daily schedule

6th week: How is the place?

7th week: Season and food 

8th week: Midterm Exam (Lesson 1-4)  

9th week: Talking about what you do on holiday　　

10th week: Invitation and making a date

11th week: Asking for directions when you lost/ Preparation of a party

12th week: At the Party 

13th week: Friends and family/Seeking advice on gift for friends

14th week: Hobbies/What can you do?

15th week: Talking about what you did a day off/Explanation the procedures

16th week: Final Exam (Lesson 5-9)

Review of the class, doing the assignment and preview of new vocabulary is needed.

Quizzes 40%, Midterm Exam 30%, Final Exam 30%  

(1) Dekiru Nihongo Syokyu Honsatsu ALC Corporation 

(ISBN9784757419773, 3400yen+tax)

(2) Dekiru Nihongo Watashino Bunpo Note Syokyu ALC Corporation

(ISBN9784893588012, 1000yen+tax)

Students must attend 70% and over, prepare a 2-hole file, and use Japanese outside of the 

class.

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 

class.

Survival Japanese 1 (Basic)Subject

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。
水・金／16:30～18:00
長谷川　洋枝
日本での生活に必要な日本語の基礎的な文法・語彙を習得する
ひらがな・カタカナが使えるようになる
日常生活の身近な場面で使う文法・語彙を習得する
教科書『できる日本語』1～9課の内容を学習する
第１週　オリエンテーション・日本の文字・私の名前・国・仕事
第２週　私の誕生日・私の趣味
第３週　どこですか・いくらですか
第４週　レストラン・何時までですか
第５週　私のスケジュール・どんな毎日？
第６週　どこ？・どんなところ？
第７週　季節・料理
第８週　中間テスト（1～4課）
第９週　週末・休みの後で・今度の休みに  
第10週　一緒に行きませんか・どちらがいいですか・約束
第11週　道がわかりません・パーティーの準備
第12週　みんなで楽しいパーティー
第13週　友人・家族・プレゼント
第14週　いろいろな趣味・できること・できないこと
第15週　たのしい週末
第16週　期末テスト（5～9課）
授業で学習したことはかならず復習すること
宿題は必ず指定された日までに行うこと
新しい課に入る前に、語彙は予習しておくこと
クイズ40% 中間テスト30% 期末テスト30%
『できる日本語　初級』本冊（ISBN 9784757419773、3400円＋税）
『できる日本語　わたしの文法ノート初級』（ISBN 9784893588012、1000円＋税）
出版社：アルク　著者：できる日本語教材開発プロジェクト
70%以上出席すること、A4の2穴ファイルを1冊準備すること
学習した日本語はできるだけ使うように心がけること
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

実用日本語1（基礎）
じつよう に  ほん  ご き　そ

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

Interm
ediate

Interm
ediate

初

　級

Introductory

初

　級

Introductory

　　  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

へんこうけいしきじゅぎょうり ゆうさまざま

すい きん

は  せ がわ ひろ え

しゅうとくご　いぶんぽうき　そ てきに ほん ごひつようせいかつに ほん

つか

にちじょうせいかつ み ぢか ば めん つか ぶんぽう ご　い しゅうとく

きょう か しょ に ほん ご か ないよう がくしゅう

だい

だい

だい

だい

だい

だい

だい

だい

だい

だい

だい

だい

だい

だい

だい

だい

しゅう に ほん も　じ わたし な まえ くに し ごと

しゅう わたし たんじょう び わたし しゅ み

しゅう

しゅう なん じ

しゅう わたし まいにち

しゅう

しゅう き せつ りょう  り

しゅう ちゅうかん か

しゅう しゅうまつ やす あと こんど やす

しゅう いっしょ い やくそく

しゅう みち じゅん び

しゅう たの

しゅう ゆうじん か ぞく

しゅう しゅ み

しゅう しゅうまつ

しゅう き まつ か

じゅぎょう がくしゅう ふくしゅう

しゅくだい かなら し てい ひ おこな

あたら か はい まえ ご　い よ しゅう

ちゅうかん き まつ

に ほん ご しょきゅう ほんさつ えん ぜい

に ほん ご ぶんぽう しょきゅう えん ぜい

しゅっぱんしゃ ちょしゃ に ほん ご きょうざいかいはつ

い じょうしゅっせき けつ さつじゅんび

がくしゅう に ほん ご つか こころ

しんせい じ れんしゅう しょかいじゅぎょう てい

しゅつ

− 63 −




