
初

　級

初

　級
A:Mon. Wed. Fri./08:45 - 10:15    B:Mon. Wed. Fri./13:00 - 14:30

A:HUANG, Meihua    B:TAKADA, Hiroko

Acquisition of basic Japanese

Acquisition of basic Japanese including Passive-form 

(Minna no Nihongo II: Lesson 37 - 47)

This class covers “Minna no Nihongo II” (Lesson 37 - 47)

1st week: Passive Sentences

2nd week: Nominalizing a Sentence

3rd week: Sentences connected by Te-form (2)

4th week: Reporting questions

5th week: Giving and Receiving Expressions (2)

6th week: Expressions for use and purpose

7th week: Adverbial use of adjectives and Expressions with -soo, –baai  

8th week: Expressions with -tokoro, -bakari and 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 II, Honsatsu (=main textbook), 3A Corporation

    (ISBN:978-4-88319-646-3, 2,500yen+tax)

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

    (ISBN:978-4-88319-664-7, 2,000yen+tax)

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

Introductory Japanese Grammar 4A／BSubject
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初

　級

初

　級
A：月・水・金／08：45～10：15　B：月・水・金／13：00～14：30
A：黄　美花　B：高田　裕子
日本語文法の基礎を学習する。
受身形などを使った基本的な文を学習する。
教科書『みんなの日本語Ⅱ』（第37～47課）を学習する。
第1週：受身
第2週：名詞化接辞「の」
第3週：て形接続文（原因）
第4週：「～かどうか」
第5週：行為の授受表現
第6週：「～ために」
第7週：「～そう」形容詞の副詞用法、「～場合」
第8週：「～ところ」「～ばかり」、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Ⅱ 本冊』 スリーエーネットワーク
　　（ISBN:978-4-88319-646-3、2,500円＋税）
（2）『みんなの日本語 初級Ⅱ 翻訳・文法解説』 スリーエーネットワーク
　　（ISBN:978-4-88319-664-7、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。
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Interm
ediate

Interm
ediate

初

　級

Introductory

初

　級

Introductory

　　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

げつ

ふぁん

に ほん ご ぶんぽう

うけ み けい

きょうかしょ

だい しゅう うけ み

だい めい し  か せつ じしゅう

だい けいせつぞくぶん げんいんしゅう

だい しゅう

だい こう い じゅじゅひょうげんしゅう

だい けいよう  し ば あいふく  し  ようほうしゅう

だい

じゅぎょう

い おぼ

き まつ

に ほん ご しょきゅう

に ほん ご しょきゅう ほんやく ぶんぽうかいせつ

ほんさつ

えん ぜい

えん

しゅう みっか かなら しゅっせき しゅっせき がくせい じゅこう みと

ぜい

まえ み ぶんぽうかいせつしょ がいとう ぶ ぶん よ り かい しんしゅつ ご

き まつしゅう

だい しゅう

に ほん ご だい か がくしゅう

つか き ほんてき ぶん がくしゅう

き  そ がくしゅう

めいふぁ たか だ ひろこ

すい きん げつ すい きん
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