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Mon. Thur./16:30 - 18:00

HUANG, Meihua

Practical use basic Japanese grammar and vocabulary learned in Survival Japanese 1 (Basic).

Using correct Hiragana and Katakana.

Listening, Speaking, Reading and writing basic Japanese grammar and vocabulary used 

in daily life.

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

1st week: Expression in the classroom and greeting 

2nd week: Self introduction    

3rd week: Numbers and shopping     

4th week: At restaurant/How to say time

5th week: Explaining daily schedule

6th week: Introducing your place    

7th week: Explaining season, food of your country 

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

9th week: Talking and writing about your holiday plan

10th week: Making invitation to friends

11th week: Asking for direction when you lost 

12th week: Planning events/Explaining about your friends and family

13th week: Talking about your hobbies and memories

14th week: Talking and writing what you can do

15th week: Explaining what you day on a day off and the procedures you are familiar with

16th week: Final Exam (Lesson 5-9: including presentation and interview)

Review of the class, doing the assignment before deadline and positive attending class 

activity is needed.

Quizzes including class activity 40%, Midterm Exam 30%, Final Exam 30%

Dekiru Nihongo Syokyu Honsatsu ALC Corporation 

（ISBN 978-4-7574-1977-3, 3400yen+tax）

・This class is designed for those learning Japanese for the first time.

・It is a requirement that students attend “Survival Japanese 1 (Basic)” in the same quarter, 

or have finished “Survival Japanese 1 (Basic)” in the past.

・Students are expected to attend all classes (2 classes per week).

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

Survival Japanese 1 (Practical)Subject

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

Course Schedule

Homework

Grading System
Textbooks

Additional Information

月・木／16：30～18：00
黄　美花
日本での生活に必要な基礎的な日本語が使えるようになる。
（1）ひらがな・カタカナが使えるようになる。
（2）日常生活の身近な場面で聞く・話す・読む・書くことができるようになる。
教科書『できる日本語』1～9課の内容について練習する。
第１週　教室で使うことば・あいさつ、日本語での国名
第２週　日にちの言い方、自己紹介
第３週　数の言い方・数え方、買い物をする、値段を聞く
第４週　レストランで注文する、時間の言い方
第５週　自分の1日について話す、場所について話す
第６週　自分の町について説明しあう
第７週　自分の国や町の季節や料理について話す
第８週　中間テスト/発表（1～4課）
第９週　自分の週末や次の休みについて話す・書く
　　　　パンフレットやチラシを見て自分のしたいことを話す
第10週　友だちを誘って出かける約束をする
第11週　道に迷ったとき
第12週　イベントを計画する、友人や家族の説明をする
第13週　自分の趣味や好きなことについて話す・書く
第14週　自分ができること/できないことについて話す・書く
第15週　自分の週末についてくわしく話す・順番を説明する
第16週　期末テスト/発表/インタビュー（5～9課）
授業で学習したことは必ず復習すること。
宿題は必ず指定された日までに行うこと。
アクティビティには積極的に参加すること。
クイズを含むクラス内の活動 40%、中間テスト 30%、期末テスト 30%
『できる日本語 初級』本冊 アルク（ISBN：978-4-7574-1977-3、3400円＋税）
・初めて日本語を勉強する人を対象とする。
・必ず「実用日本語１（基礎）」クラスを一緒にとっているか、過去に「実用

日本語１（基礎）」クラスに合格していなければならない。
・週に２日、必ず出席すること。
・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1（運用）
じつよう に  ほん  ご うん よう

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

げつ もく

ふぁん めいふぁ

に ほん せいかつ ひつよう き　そ てき に ほん ご つか

つか

にちじょうせいかつ み ぢか ば めん き はな よ か

きょう か しょ に ほん ご か ないよう れんしゅう

だい しゅう きょうしつ つか に ほん ご こくめい

だい しゅう ひ い かた じ　こ しょうかい

だい しゅう かず い かた かぞ かた か もの ね だん き

だい

だい

だい

だい

だい

だい

しゅう ちゅうもん じ かん い かた

しゅう じ ぶん にち はな ば しょ はな

しゅう じ ぶん まち せつめい

しゅう じ ぶん くに まち き せつ りょう  り はな

しゅう ちゅうかん はっぴょう か

しゅう じ ぶん しゅうまつ つぎ やす はな か

み じ ぶん はな

だい

だい

だい

だい

だい

だい

だい

しゅう

しゅう

とも さそ で やくそく

みち まよ

しゅう けいかく ゆうじん か ぞく せつめい

しゅう じ ぶん しゅ み す はな か

しゅう じ ぶん はな か

しゅう

しゅう ふ つか

じ ぶん しゅうまつ はな じゅんばん せつめい

しゅう き まつ はっぴょう か

じゅぎょう がくしゅう かなら ふくしゅう

しゅくだい かなら し てい ひ おこな

せっきょくてき さん か

ふく ない かつどう ちゅうかん き まつ

に ほん ご

に ほん ご

に ほん ご

べんきょう ひと たいしょうはじ

かなら

かなら

じつよう じつようき　そ

に ほん ご き　そ ごうかく

か　こいっしょ

しょきゅう ほんさつ えん ぜい

い じょうしゅっせき

しゅっせき

がくしゅう に ほん ご つか こころ
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