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

ABE, Hitomi

To enable students to use 192 basic Kanji (and accompanying vocabulary) that are 

necessary for research and daily life.  

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

(2) Learning usage of Kanji words

(3) Increasing vocabulary 

(4) Increasing knowledge of Kanji (radical, sound part, etc…)

Learning following Kanji:

（１）起寝売習働吸送貸借終
（２）枚台度杯階回個冊歳点勉強仕事用英漢字辞紙
（３）兄弟姉妹夫妻主奥祖犬
（４）旅写真映画絵音楽歌
（５）室議堂図館務所駐場門病院部番号窓公園神寺
（６）春夏秋冬晴池湖島葉緑
（７）暑寒重軽弱速早若悪忙
（８）世界京首都府県市区町村民役
（９）顔色体力声歯頭痛死薬心配調最太
（10）使作座思知洗考押引待合建運急進
（11）説同意味注文例正直答反対違由形
（12）問題宿練質授業試験受実予復発表
（13）渡通走泳飛登曲開閉付始集変消落
（14）客観光港機到着定遅以案内席次約

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 foreign students who have studied about 150 Kanji.

・Prerequisite: “Minna no Nihongo I ” or equivalent

・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 Non Kanji Background Learners) 2ASubject

Time(s)
Instructor(s)
Course Objectives

Course Goals

Course Schedule

Homework
Grading System
Textbooks

Additional Information
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火・木／08：45～10：15
阿部　仁美
生活や研究に必要な漢字192字と、その漢字を使った語彙を学ぶ。
（１）漢字の形・意味・音がわかる。
（２）習った漢字を使った言葉の使い方がわかる。
（３）漢字を使った語彙を増やすことができる。
（４）漢字の語構成・音符・部首など漢字についての知識を増やすことができる。
以下の192字の漢字を学習する。
（１）起寝売習働吸送貸借終                       
（２）枚台度杯階回個冊歳点勉強仕事用英漢字辞紙                       
（３）兄弟姉妹夫妻主奥祖犬                     
（４）旅写真映画絵音楽歌                      
（５）室議堂図館務所駐場門病院部番号窓公園神寺                      
（６）春夏秋冬晴池湖島葉緑   
（７）暑寒重軽弱速早若悪忙                       
（８）世界京首都府県市区町村民役                      
（９）顔色体力声歯頭痛死薬心配調最太                 
（10）使作座思知洗考押引待合建運急進            
（11）説同意味注文例正直答反対違由形            
（12）問題宿練質授業試験受実予復発表            
（13）渡通走泳飛登曲開閉付始集変消落       
（14）客観光港機到着定遅以案内席次約  
クラスの中で教員が別途指示する。
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）
・このクラスは日本語の漢字を150字程度学習した人を対象とする。
・このクラスは『みんなの日本語初級Ⅰ』終了程度の文法知識を必要とする。
・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。
・週に２日必ず出席すること。

初級漢字・語彙（非漢字圏の学生向け）2A科　　目
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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
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