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

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

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

Practical use basic Japanese grammar and vocabulary  

This class covers “Dekiru Nihongo Syochukyu” Lesson 1-9

1st week: Orientation/Finding part-time job  

2nd week: Shopping and going to restaurant using better Japanese

3rd week: Planning in the future

4th week: Talking about your future

5th week: Asking and answering question about the facilities in the town

6th week: Explanation when encountering difficult situations  

7th week: Asking question when encountering difficult situations

8th week: Midterm Exam (Lesson 1-4)

9th week: Planning a travel

10th week: Using polite Japanese Language to people you meet for the first time

11th week: Explaining how to make food you know well

12th week: Talking about your experience with someone being kind to you

13th week: Thanking someone who helped you

14th week: Receiving an explanation from your superiors and explaining them

15th week: Calling out to each other to work smoothly

16th week: Final Exam (Lesson 5-9)

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

vocabulary is needed.

Class activity including homework and quizzes 40%, Midterm Exam 30%, Final Exam 30%

Dekiru Nihongo Syochukyu Honsatsu  ALC Corporation 

（ISBN 9784757420847, 3400yen+tax）

Students must attend 70% and over and use Japanese outside of the class.

Survival Japanese 3Subject

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

Homework

Grading System
Textbooks

Additional Information

初

　級

初

　級
水・金／16：30～18：00
第１学期：山本　さやか　　第２学期：屋方　淳子
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 初中級』1～9課の内容を学習する。
第１週　オリエンテーション・アルバイトを探す・新しい友達
第２週　上手に買い物・一緒に食事
第３週　これからの計画
第４週　夢に向かって
第５週　生活を楽しむ・行き方を教える
第６週　困ったとき説明ができる
第７週　駅で
第８週　中間テスト（1～4課）
第９週　旅行の計画・旅行の準備
第10週　初めての訪問
第11週　一緒に作りましょう
第12週　うれしい出来事
第13週　お世話になりました
第14週　アルバイト先のルール
第15週　楽しいアルバイト
第16週　期末テスト（5～9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。
宿題、クイズを含むクラス内活動 40%
中間テスト 30%
期末テスト 30%
『できる日本語 初中級』本冊（ISBN 978-4-7574-2084-7、3400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

実用日本語3
じつよう に  ほん  ご

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

すい きん

だい がっ き やまもと だい がっ き やかた じゅんこ

しゅうとくご　いぶんぽうき　そ てきに ほん ごひつようせいかつに ほん

つかしゅうとくご　いぶんぽうば めんみ ぢかせいかつにちじょう

がくしゅうないようかしょちゅうきゅうに ほん ごきょう か しょ

だい ともだちあたらさがしゅう

だい しょく じいっしょものかじょう ずしゅう

だい けいかくしゅう

だい むゆめしゅう

だい おしかたいたのせいかつしゅう

だい せつめいこましゅう

だい えきしゅう

だい かちゅうかんしゅう

だい じゅん びりょこうけいかくりょこうしゅう

だい ほうもんはじしゅう

だい つくいっしょしゅう

だい で　き ごとしゅう

だい せ　わしゅう

だい さきしゅう

だい たのしゅう

だい しゅう かき まつ

ふくしゅうがくしゅうじゅぎょう

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

かつどうないふくしゅくだい

ちゅうかん

き まつ

ぜいえんほんさつしょちゅうきゅうに ほん ご

しゅっせきい じょう

こころつかに ほん ごがくしゅう

初

　級

初

　級
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