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

FUTAMURA, Toshiya

To enable students to use 274 basic Kanji (and accompanying vocabulary) that are 

necessary for research and daily life.

(1) Learning different kinds of Japanese symbols and their usage

(2) Learning On-readings and Kun-readings, Chinese words and Japanese words

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

(4) Learning usage of Kanji words

(5) Increasing vocabulary

Learning following Kanji:

（１）一二三四五六七八九十百千万円
（２）日月火水木金土曜山川田中本
（３）（大）学校（生）先私国人語（会）社銀（行）員医者研究
（４）時計年去（来）今週分半何午前後朝昼晩夜夕方毎
（５）行来帰休食飲買書読見聞会教起寝売習働吸送貸借終
（６）大小高安新古白黒赤青好元気有名親切便利不
（７）枚台度杯階回個冊歳点勉強仕事用英漢字辞紙
（８）机上下左右間東西北南手足口目耳
（９）子男女彼父母友達家族兄弟姉妹夫妻主奥祖犬
（10）駅電車地鉄自転荷物旅写真映画絵音楽歌
（11）牛鳥肉魚料理野菜屋店茶酒
（12）室議堂図館務所駐場門病院部番号窓公園神寺
（13）雨雪天外花林森道海空春夏秋冬晴池湖島葉緑
（14）多少近遠広狭明暗長短暑寒重軽弱速早若悪忙
（15）入出乗降立動止歩言話持住生
（16）世界京首都府県市区町村民役
Homework will be given by the instructor.

Quizzes/Homework assignments 40%, Mid exam 30%, Final exam 30%

 Ninongo Gakushusha no Tame no Kanji 634, Hokkaido University Press

 (ISBN:978-4-8329-3408-5, 4,000yen＋tax)

・This class is for Chinese and Korean students (including other students who know 

Chinese and Korean Kanji) who have never studied Japanese Kanji reading or writing.

・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) 1BSubject

Time(s)
Instructor(s)
Course Objectives

Course Goals

Course Schedule

Homework
Grading System
Textbooks

Additional Information
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初

　級
火・木／08：45～10：15
二村　年哉
生活や研究に必要な漢字274字と、その漢字を使った語彙を学ぶ。
（１）日本語で使われる文字の種類と使い方がわかる。
（２）音読みと訓読み、和語と漢語の違いがわかる。
（３）中国や韓国などの漢字との形・意味・音の違いがわかる。
（４）習った漢字を使った言葉の意味と読み方がわかる。
（５）漢字を使った語の語彙力をつけることができる。
以下の274字の漢字を学習する。
（１）一二三四五六七八九十百千万円
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（10）駅電車地鉄自転荷物旅写真映画絵音楽歌
（11）牛鳥肉魚料理野菜屋店茶酒
（12）室議堂図館務所駐場門病院部番号窓公園神寺
（13）雨雪天外花林森道海空春夏秋冬晴池湖島葉緑
（14）多少近遠広狭明暗長短暑寒重軽弱速早若悪忙
（15）入出乗降立動止歩言話持住生
（16）世界京首都府県市区町村民役
授業の中で、教師が指示する。
クイズ・宿題 40%、中間テスト 30%、期末テスト 30%
『日本語学習者のための漢字634』北海道大学出版会
（ISBN:978-4-8329-3408-5、4,000円＋税）
・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、

初めて日本語の漢字の読み書きを学習する人を対象とする。
・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２日必ず出席すること。

初級漢字・語彙（漢字圏の学生向け）1B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

備　　考

か もく
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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

しょきゅうかん じ ご い

か もく

ふたむら とし や

せいかつ

い か

ご しゃ じ

えん ぜい

ほっかいどう だいがくしゅっぱんかいかんしゅうがくほんに

かん よ かじ

かん ちゅうごくじ かん こく かん

はじ に ほん ご

じ しけん がくせい がくせい

がくしゅう ひと たいしょう

じゅぎょう じっ し おく く

しゅう かふつ かなら しゅっせき

かい し じ

きょうじゅぎょう なか

しゅくだい ちゅうかん き まつ

し し じ

かん じ がくしゅうじ

ひつよう かん じ かん じ ご いつか まな

に ほん

おん よ

かんちゅうごく じかんこく

かん じ ご ご い りょくつか

なら かん じ つか こと ば い み よ かた

い み おと ちがかたち

くん よ わ ご かん ご ちが

ご つか も じ しゅるい つか かた

じけんきゅう

かん じ けん がくせい む
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