
月・水・金／13：00～14：30
髙田　裕子
日本語文法の基礎を学習する。
中級レベルの文法を学習するために、初級レベルの文法を整理する。
（１）使役
（２）敬語（尊敬語・謙譲語）
（３）助詞
（４）「は」と「が」
（５）活用1
（６）活用2　動詞の3分類と「て形」「た形」
（７）動詞の活用と文型
（８）ふつう形
（９）こ・そ・あ　自分と相手との関係
（10）申し出・勧誘　自分の行為の申し出か、相手への働きかけか
（11）自分か他者か 
（12）継続性か、瞬間性か 
（13）話者の位置　～ていく・～てくる 
（14）他動詞と自動詞の対
（15）可能表現
（16）事実か、気持ちが入っているか
（17）条件など
（18）受身・使役受身
クラスの中で、教員が別途指示する。
宿題 10%、中間テスト 35%、期末テスト 55%
（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）『短期集中 日本語文法総まとめ　ポイント20』
　（ISBN: 978-4-88319-328-8、1,400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。

初中級文法科　　目

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
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A：月・水・金／10：30～12：00　 B：月・水・金／13：00～14：30
A：菅原　徹子　　B：桑澤　ゆま、宮本　志織

A：月・水・金／08：45～10：15　　B：月・水・金／10：30～12：00
A：髙田　裕子　　B：富田　麻知子

月・水・金／08：45～10：15
黄　美花

初級文法 １
しょきゅう ぶんぽう

ふぁん めいふぁ

げつ すい きん

げつ すい きん げつ すい きん

科　　目

開講曜日/時限

担 当 者

ようかいこう び

か もく

たん とう しゃ

じ げん

ようかいこう び じ げん

ようかいこう び じ げん

ようかいこう び じ げん
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ediate

初

　級

Introductory

初

　級

Introductory Introductory Japanese Grammar 1Subject

Time(s)
Instructor(s)

冬学期（11月30日～2月6日） Winter Quarter
初級文法　Introductory Japanese Grammar

各クラスの詳細は春学期のシラバスを参照のこと。
For details of each class, please refer to Spring Quarter syllabus pages.

がっ きふゆ がつ にち がつむいか

しょきゅう

かく しょうさい がっ  き さんしょう

Mon. Wed. Fri. / 08:45-10:15
HUANG, Meihua

初級文法 3A/B科　　目

開講曜日/時限

担 当 者

か もく

たん とう しゃ

Introductory Japanese Grammar 3A/BSubject

Time(s)
Instructor(s)

A: Mon. Wed. Fri. / 08:45-10:15    B: Mon. Wed. Fri. / 10:30-12:00
A: TAKADA, Hiroko    B: TOMITA, Machiko

よう び しゅっせき

A：月・水・金／08：45～10：15　　B：月・水・金／10：30～12：00
C：月・水・金／13：00～14：30　　D：月・水・金／08：45～10：15
A：浅井　美佐　B：延与　由美子　C：菅原　徹子、水谷　圭子　D：担当者未定

初級文法 2A/B/C/D
しょきゅうぶんぽう

しょきゅうぶんぽう

しょきゅうぶんぽう

げつ

すがわら てつ  こえん よ ゆ み こあさ い み さ

すい きん

げつ すい げつきん すい きん

げつ すい きん

げつ すい きん げつ すい きん

科　　目

開講曜日/時限

担 当 者

か もく

たん とう しゃ

Introductory Japanese Grammar 2A/B/C/DSubject

Time(s)

Instructor(s)

A: Mon. Wed. Fri. / 08:45-10:15       B: Mon. Wed. Fri. / 10:30-12:00
C: Mon. Wed. Fri. / 13:00-14:30       D: Mon. Wed. Fri. / 08:45-10:15
A: ASAI, Misa　　　　　　B: ENYO, Yumiko
C: SUGAWARA, Tetsuko,  MIZUTANI, Keiko　  D: TBD

初級文法 4A/B

すがわら てつ  こ くわ ざわ みやもと し おり

科　　目

開講曜日/時限
担 当 者

か もく

たん とう しゃ

Introductory Japanese Grammar 4A/BSubject

Time(s)
Instructor(s)

A: Mon. Wed. Fri. / 10:30-12:00　　 B: Mon. Wed. Fri. / 13:00-14:30　
A: ASAI, Misa 　B: SUGAWARA, Tetsuko,  MIYAMOTO, Shiori

月・水・金／13：00～14：30
屋方　淳子

ようかいこう び じ げん

しょちゅうきゅうぶんぽう

げつ すい きん

初中級文法

こじゅんかたや

科　　目

開講曜日/時限
担 当 者

か もく

たん とう しゃ

Pre-Intermediate Japanese GrammarSubject

Time(s)
Instructor(s)

Mon. Wed. Fri. / 13:00-14:30
YAKATA, Junko

※ すべての曜日に出席すること（3 classes per week）

はる

ぶんぽう

ま　 ち　 こたか だ ひろ こ とみ  た

初

　級

初

　級

たんとうしゃ みこけいたにみず てい
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火・木／10：30～12：00
小森　千佳江

A：火・木／13：00～14：30
A：小森　千佳江

火・木／10：30～12：00
千葉　佳奈美

火・木／10：30～12：00
市川　明美

初級口頭表現 1
しょきゅう こうとう ひょうげん

いちかわ あけ み

か もく

か もく

か もく

科　　目

開講曜日/時限

担 当 者

ようかいこう び

か もく

たん とう しゃ

じ げん

ようかいこう び じ げん

ようかいこう び じ げん

ようかいこう び じ げん

ようかいこう び じ げん

Interm
ediate

Interm
ediate

初

　級

Introductory

初

　級

Introductory Introductory Japanese Communication 1Subject

Time(s)
Instructor(s)

夏学期（6月12日～8月8日）Summer Quarter
初級口頭表現　Introductory Japanese Communication

各クラスの詳細は春学期のシラバスを参照のこと。
For details of each class, please refer to Spring Quarter syllabus pages.

なつがっ き がつ にち がつ にち

しょきゅう

かく しょうさい がっ  き さんしょう

Tue. Thur. / 10:30-12:00
ICHIKAWA, Akemi

初級口頭表現 3科　　目

開講曜日/時限

担 当 者

か もく

たん とう しゃ

Introductory Japanese Communication 3Subject

Time(s)
Instructor(s)

Tue. Thur. / 10:30-12:00
CHIBA, Kanami

初中級口頭表現
しょちゅうきゅう こうとう ひょうげん

よう び しゅっせき

科　　目

開講曜日/時限

担 当 者

か もく

たん とう しゃ

Pre-Intermediate Japanese CommunicationSubject

Time(s)
Instructor(s)

Tue. Thur. / 10:30-12:00 
KOMORI, Chikae

A：火・木／10：30～12：00　　B：火・木／13：00～14：30　
A：富田　麻知子　　B：今井　史子

初級口頭表現 2A/B
しょきゅう こうとう ひょうげん

しょきゅう こうとう ひょうげん

しょきゅうこうとうひょうげん

とみ た ま ち こ いま い ふみ こ

か もく か もく

か もく

科　　目

開講曜日/時限

担 当 者

か もく

たん とう しゃ

Introductory Japanese Communication 2A/BSubject

Time(s)
Instructor(s)

A: Tue. Thur. / 10:30-12:00     B: Tue. Thur. / 13:00-14:30
A: TOMITA, Machiko     B: IMAI, Fumiko

初級口頭表現 4

こ もり ち か え

科　　目

開講曜日/時限
担 当 者

か もく

たん とう しゃ

Introductory Japanese Communication 4Subject

Time(s)
Instructor(s)

A: Tue. Thur. / 13:00-14:30
A: KOMORI, Chikae

※ すべての曜日に出席すること（2 classes per week）

はる

こうとうひょうげん

か　な　みち　ば

もり ち か えこ

初

　級

初

　級

初

　級

Introductory

初
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Introductory

Mon. Wed. Fri./13:00 - 14:30

TAKADA, Hiroko

Preparing for the intermediate level classes

Summarize beginner level grammar points in order for the students to be ready for the 

intermediate level classes

 (1)  Causative

 (2)  Honorific expressions (Respect/Modesty)

 (3)  Particles

 (4)  Wa and Ga

 (5)  Conjugation 1

 (6)  Conjugation 2: Three kinds of verbs and the te-form and ta-form

 (7)  Verbal conjugation and sentence patterns

 (8)  Plain form

 (9)  Relative positions of the speaker and the listener

(10) Making offers and proffering invitations

        (Whether offering through one’s own volition or encouraging the other party)

(11) Oneself or others

(12) Continuous or instant actions

(13) Position of speaker

(14) Transitive and intransitive verbs

(15) Expressions of potential

(16) Is it fact or one’s imagination?

(17) Conditions, etc.

(18) The passive and causative passive  

Homework will be given by the instructor.

Homework 10%, Mid exam 35%, Final exam 55%

Minna no Nihongo II, Honsatsu (=main textbook), 3A Corporation

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

Tankishuchu Nihongo bunpo somatome point 20, 3A Corporation

(ISBN: 978-4-88319-328-8, 1,400 yen + tax) 

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

Pre-Intermediate Japanese GrammarSubject

Time(s)
Instructor(s)
Course Objectives
Course Goals

Course Schedule

Homework
Grading System
Textbooks

Additional Information

初

　級

初

　級
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