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Introductory

Face-to-Face

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

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

First semester: YAKATA, Junko          Second semester: YAMAMOTO, Sayaka

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

Practical use basic Japanese grammar and vocabulary  

This class covers “Dekiru Nihongo Syokyu” Lesson 10-15 

1st week: Orientation / Phoning friends when you can meet them 

2nd week: Understanding rules and asking for permission

3rd week: Your life and you now and in olden days

4th week: Using casual speech with your friends

5th week: Describing your health condition when you feel ill

6th week: How to advice

7th week: At hospital

8th week: Midterm Exam (Lesson 10-12)

9th week: Sharing experiences each other

10th week: Recommendation

11th week: Explanation how to use

12th week: Explaining rules and etiquette

13th week: Stating your opinion

14th week: Obtaining information and planning activities with your friends

15th week: Planning activities on town

16th week: Final Exam (Lesson 13-15)

Review of the class, doing the assignment before the deadline and preview of new 

vocabulary is needed.

Quizzes and classroom performance 40%, Midterm Exam 30%, Final Exam 30%

(1) Dekiru Nihongo Syokyu Honsatsu ALC Corporation 

（ISBN 9784757419773, 3400yen+tax）

(2) Dekiru Nihongo Watashino Bunpo Note Syokyu ALC Corporation

（ISBN 9784893588012, 1000yen+tax）

Students must attend 70% and over and use Japanese outside of the class.
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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
第1学期：屋方　淳子　　第2学期：山本　さやか
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
日常生活の身近な場面での文法・語彙を習得して、使えるようになる
教科書「できる日本語 初級」10～15課の内容を学習する
第１週　オリエンテーション・電話での話し方
第２週　注意を聞き取る・許可を求める
第３週　今の生活・今の私・前の私
第４週　友達と友達言葉で話す
第５週　体の調子が悪いとき説明する
第６週　アドバイスする
第７週　病院で
第８週　中間テスト（10～12課）
第９週　自分の経験を話す
第10週　おすすめします・教えてください
第11週　初めて見た・初めて聞いた
第12週　ルール・マナー
第13週　私の意見
第14週　テレビや雑誌から情報を集める
第15週　町を歩いて
第16週　期末テスト（13～15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
クイズを含むクラス内の活動 40%
中間テスト 30%
期末テスト 30%
『できる日本語 初級本冊』アルク
（ISBN：978-4-7574-1977-3、3,400円＋税）   
『できる日本語 わたしの文法ノート 初級』
（ISBN：978-4-89358-801-2、1,000円＋税）
70%以上出席すること
学習した日本語はできるだけ使うように心がけること
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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

さまざま り ゆう じゅぎょうけいしき へんこう

すい きん

や かただい がっ き だい がっ きじゅん こ やまもと

に ほん せいかつ ひつよう に ほん ご き　そ てき ぶんぽう ご　い しゅうとく

にちじょうせいかつ み ぢか ば めん ぶんぽう ご　い しゅうとく つか

がくしゅうないようかしょきゅうに ほん ごきょう か しょ

だい かたはなでん わしゅう

もときょ かときちゅう いしゅうだい

だい わたしまえわたしいませいかついましゅう

だい はなこと ばともだちともだちしゅう

だい せつめいわるちょう しからだしゅう

だい しゅう

だい びょういんしゅう

だい かちゅうかんしゅう

だい はなけいけんじ ぶんしゅう

だい おししゅう

だい きはじみはじしゅう

だい しゅう

だい い けんわたししゅう

だい あつじょうほうざっ ししゅう

だい あるまちしゅう

だい かき まつしゅう

じゅぎょう ふくしゅうがくしゅう

おこなひし ていかならしゅくだい

よ しゅうご　いまえはいかあたら

かつどうないふく

ちゅうかん

き まつ

ぜいえん

ほんさつしょきゅうに ほん ご

しょきゅうぶんぽうに ほん ご

えん ぜい

しゅっせきい じょう

こころつかに ほん ごがくしゅう
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