授業科目名

補講日本語 入門かつどう 1-1A

科目番号

XJ01112

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 火 1

担当教員

ブッシュネル ケード コンラン

授業概要

どこに住んでいるか、誰と知り合いかなど、よく使われる日常表現と基本的な言い回
しを理解し、用いることもできるようになる。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

よく使われる日常表現を理解し、使うことができる。

テーマ

もし相手がゆっくり、はっきりと話してくれれば、簡単なやりとりができる。

授業の概要・計画

以下の内容について、授業を行う。括弧内には教科書の課を示す。
第 1 回オリエンテーション
簡単なあいさつができる (第 1 課)
第 2 回自分のことを簡単に話すことができる (第 3 課)
第 3 回好きな食べ物が何かを話すことができる (第 5 課)
第 4 回何かをする時間を言うことができる (第 9 課)
第 5 回どんな部屋に住んでいるか言うことができる (第 7 課)
第 6 回趣味について話すことができる (第 11 課)
第 7 回どこかまでの行き方を言うことができる (第 13 課)
第 8 回買いたいものについて話すことができる (第 15 課)
第 9 回休みに何をしたか話すことができる (第 17 課)
第 10 回期末プレゼンテーション

履修条件
成績評価方法

参加度 10%、課題・宿題 30%、期末プレゼンテーション 60%

授業外における学習方

MARUGOTO Plus 入門 A1

法

http://a1.marugotoweb.jp/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 & A1-2 courses
https://minato-jf.jp/

教科書

以下の教科書の奇数課を使用する

1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう
参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「入門かつどう 1」、
「入門りかい 1」、
「入門かつどう 2」、
「入門りかい 2」
の 4 つを合わせて履修することが望ましい。

その他

必要に応じて、受講生のレベルに合わせて授業の進度を調整する

Course

Japanese 1 Starter (activities) 1-1A

Course No.

XJ01112

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Tue1

Instructor

Cade Conlan Bushnell

Course Overview

Students will understand and be able to use everyday, basic expressions such as
saying where they live or who they know.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to understand and use expressions used often in daily life.
They will be able to hold a simple conversation with a partner who speaks slowly
and clearly.

Schedule

This course will cover the following topics. Corresponding textbook chapters are
shown in parentheses.
1.Orientation; Simple greetings (L1)
2.Give a simple self introduction (L3)
3.Talk about your favorite foods (L5)
4.Say what kind of home you live in (L7)
5.Say the time you do something (L9)
6.Talk about your hobbies (L11)
7.Say how to get to a particular destination (L13)
8.Talk about what you want to buy (L15)
9.Say what you did on your days oﬀ (L17)
10.Final presentation

Prerequisites
Grading policy

Participation 10%, Assignments & Homework 30%, Final presentation 60%

Study outside of class

MARUGOTO Plus 入門 (Ny ū mon) A1
http://a1.marugotoweb.jp/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 & A1-2 courses
https://minato-jf.jp/

Textbook(s)

We will use the odd-numbered chapters of the following textbook:
1. Marugoto: Japanese Language and Culture Starter (A1) ”Katsudoo”, Japan
Foundation
1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう

Reference book(s)
Student

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Starter (activities)

ments

1, Starter (explanation) 1, Starter (activities) 2, Starter (explanation) 2.

Others

Course diﬃculty may be adjusted as necessary according to the level of students
enrolled.

授業科目名

補講日本語 入門かつどう 1-2A

科目番号

XJ01122

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 火 2

担当教員

ブッシュネル ケード コンラン

授業概要

どこに住んでいるか、誰と知り合いかなど、よく使われる日常表現と基本的な言い回
しを理解し、用いることもできるようになる。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

よく使われる日常表現を理解し、使うことができる。

テーマ

もし相手がゆっくり、はっきりと話してくれれば、簡単なやりとりができる。

授業の概要・計画

以下の内容について、授業を行う。括弧内には教科書の課を示す。
第 1 回オリエンテーション
簡単なあいさつができる (第 1 課)
第 2 回自分のことを簡単に話すことができる (第 3 課)
第 3 回好きな食べ物が何かを話すことができる (第 5 課)
第 4 回どんな部屋に住んでいるか言うことができる (第 7 課)
第 5 回何かをする時間を言うことができる (第 9 課)
第 6 回趣味について話すことができる (第 11 課)
第 7 回どこかまでの行き方を言うことができる (第 13 課)
第 8 回買いたいものについて話すことができる (第 15 課)
第 9 回休みに何をしたか話すことができる (第 17 課)
第 10 回期末プレゼンテーション

履修条件
成績評価方法

参加度 10%、課題・宿題 30%、期末プレゼンテーション 60%

授業外における学習方

MARUGOTO Plus 入門 A1

法

http://a1.marugotoweb.jp/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 & A1-2 courses
https://minato-jf.jp/

教科書

以下の教科書の奇数課を使用する

1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう
参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「入門かつどう 1」、
「入門りかい 1」、
「入門かつどう 2」、
「入門りかい 2」
の 4 つを合わせて履修することが望ましい。

その他

必要に応じて、受講生のレベルに合わせて授業の進度を調整する

Course

Japanese 1 Starter (activities) 1-2A

Course No.

XJ01122

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Tue2

Instructor

Cade Conlan Bushnell

Course Overview

Students will understand and be able to use everyday, basic expressions such as
saying where they live or who they know.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to understand and use expressions used often in daily life.
They will be able to hold a simple conversation with a partner who speaks slowly
and clearly.

Schedule

This course will cover the following topics. Corresponding textbook chapters are
shown in parentheses.
1.Orientation; Simple greetings (L1)
2.Give a simple self introduction (L3)
3.Talk about your favorite foods (L5)
4.Say what kind of home you live in (L7)
5.Say the time you do something (L9)
6.Talk about your hobbies (L11)
7.Say how to get to a particular destination (L13)
8.Talk about what you want to buy (L15)
9.Say what you did on your days oﬀ (L17)
10.Final presentation

Prerequisites
Grading policy

Participation 10%, Assignments & Homework 30%, Final presentation 60%

Study outside of class

MARUGOTO Plus 入門 (Ny ū mon) A1
http://a1.marugotoweb.jp/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 & A1-2 courses
https://minato-jf.jp/

Textbook(s)

We will use the odd-numbered chapters of the following textbook:
1. Marugoto: Japanese Language and Culture Starter (A1) ”Katsudoo”, Japan
Foundation
1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう

Reference book(s)
Student

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Starter (activities)

ments

1, Starter (explanation) 1, Starter (activities) 2, Starter (explanation) 2.

Others

Course diﬃculty may be adjusted as necessary according to the level of students
enrolled.

授業科目名

補講日本語 入門かつどう 2-1A

科目番号

XJ01132

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 木 1

担当教員

伊藤 秀明

授業概要

どこに住んでいるか、誰と知り合いかなど、よく使われる日常表現と基本的な言い回
しを理解し、用いることもできるようになる。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

よく使われる日常表現を理解し、使うことができる

テーマ

もし相手がゆっくり、はっきりと話してくれれば、簡単なやりとりができる

授業の概要・計画

以下の内容について、授業を行う。括弧内は教科書の課を示す。
第 1 回オリエンテーション
教室のことばを理解できる (第 2 課)
第 2 回家族について簡単に話すことができる (第 4 課)
第 3 回好きな料理を言うことができる (第 6 課)
第 4 回家を紹介することができる (第 8 課)
第 5 回 1 週間のスケジュールについて話すことができる (第 10 課)
第 6 回イベントに友人を誘うことができる (第 12 課)
第 7 回地図を使って道を聞くことができる (第 14 課)
第 8 回店で簡単な質問をして、買い物をすることができる (第 16 課)
第 9 回旅行の感想を話すことができる (第 18 課)
第 10 回期末プレゼンテーション

履修条件
成績評価方法

授業内での参加度 10%、課題 (宿題) 30%、期末プレゼンテーション 60%

授業外における学習方

MARUGOTO Plus 入門 A1

法

http://a1.marugotoweb.jp/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 と A1-2 の course
https://minato-jf.jp/

教科書

以下の教科書の偶数課を使用する

1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう
参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「入門かつどう 1」、
「入門りかい 1」、
「入門かつどう 2」、
「入門りかい 2」
の 4 つを合わせて履修することが望ましい。

その他

受講者のレベルに合わせ、授業の進度を柔軟に調整する

Course

Japanese 1 Starter (activities) 2-1A

Course No.

XJ01132

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Thu1

Instructor

Hideaki Ito

Course Overview

Students will understand and be able to use everyday, basic expressions such as
saying where they live or who they know.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to understand and use expressions used often in daily life.
They will be able to hold a simple conversation with a partner who speaks slowly
and clearly.

Schedule

This course will cover the following topics. Corresponding textbook chapters are
shown in parentheses.
1.Orientation; Understand basic classroom expressions (L2)
2.Talk briefly about your family (L4)
3.Say what your favorite dish is (L6)
4.Show someone around your home (L8)
5.Talk about your schedule for this week (L10)
6.Invite a friend to an event (L12)
7.Say how to get to a destination using a map (L14)
8.Ask simple questions while shopping and buy things (L16)
9.Say what you did on your travels (L18)
10.Final presentation

Prerequisites
Grading policy

Participation 10%, Assignments & Homework 30%, Final presentation 60%

Study outside of class

MARUGOTO Plus 入門 (Ny ū mon) A1
http://a1.marugotoweb.jp/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 & A1-2 courses
https://minato-jf.jp/

Textbook(s)

We will use the even-numbered chapters of the following textbook:
1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう

Reference book(s)
Student

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Starter (activities)

ments

1, Starter (explanation) 1, Starter (activities) 2, Starter (explanation) 2.

Others

Course diﬃculty may be adjusted as necessary according to the level of students
enrolled.

授業科目名

補講日本語 入門かつどう 2-2A

科目番号

XJ01142

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 木 2

担当教員

伊藤 秀明

授業概要

どこに住んでいるか、誰と知り合いかなど、よく使われる日常表現と基本的な言い回
しを理解し、用いることもできるようになる。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

よく使われる日常表現を理解し、使うことができる

テーマ

もし相手がゆっくり、はっきりと話してくれれば、簡単なやりとりができる

授業の概要・計画

以下の内容について、授業を行う。括弧内は教科書の課を示す。
第 1 回オリエンテーション
教室のことばを理解できる (第 2 課)
第 2 回家族について簡単に話すことができる (第 4 課)
第 3 回好きな料理を言うことができる (第 6 課)
第 4 回家を紹介することができる (第 8 課)
第 5 回 1 週間のスケジュールについて話すことができる (第 10 課)
第 6 回イベントに友人を誘うことができる (第 12 課)
第 7 回地図を使って道を聞くことができる (第 14 課)
第 8 回店で簡単な質問をして、買い物をすることができる (第 16 課)
第 9 回旅行の感想を話すことができる (第 18 課)
第 10 回期末プレゼンテーション

履修条件
成績評価方法

授業内での参加度 10%、課題 (宿題) 30%、期末プレゼンテーション 60%

授業外における学習方

MARUGOTO Plus 入門 A1

法

http://a1.marugotoweb.jp/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 と A1-2 の course
https://minato-jf.jp/

教科書

以下の教科書の偶数課を使用する

1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう
参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「入門かつどう 1」、
「入門りかい 1」、
「入門かつどう 2」、
「入門りかい 2」
の 4 つを合わせて履修することが望ましい。

その他

受講者のレベルに合わせ、授業の進度を柔軟に調整する

Course

Japanese 1 Starter (activities) 2-2A

Course No.

XJ01142

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Thu2

Instructor

Hideaki Ito

Course Overview

Students will understand and be able to use everyday, basic expressions such as
saying where they live or who they know.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to understand and use expressions used often in daily life.
They will be able to hold a simple conversation with a partner who speaks slowly
and clearly.

Schedule

This course will cover the following topics. Corresponding textbook chapters are
shown in parentheses.
1.Orientation; Understand basic classroom expressions (L2)
2.Talk briefly about your family (L4)
3.Say what your favorite dish is (L6)
4.Show someone around your home (L8)
5.Talk about your schedule for this week (L10)
6.Invite a friend to an event (L12)
7.Say how to get to a destination using a map (L14)
8.Ask simple questions while shopping and buy things (L16)
9.Say what you did on your travels (L18)
10.Final presentation

Prerequisites
Grading policy

Participation 10%, Assignments & Homework 30%, Final presentation 60%

Study outside of class

MARUGOTO Plus 入門 (Ny ū mon) A1
http://a1.marugotoweb.jp/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 & A1-2 courses
https://minato-jf.jp/

Textbook(s)

We will use the even-numbered chapters of the following textbook
1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう

Reference book(s)
Student

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Starter (activities)

ments

1, Starter (explanation) 1, Starter (activities) 2, Starter (explanation) 2.

Others

Course diﬃculty may be adjusted as necessary according to the level of students
enrolled.

授業科目名

補講日本語 入門かつどう 1-1B

科目番号

XJ01152

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 火 1

担当教員

ブッシュネル ケード コンラン

授業概要

どこに住んでいるか、誰と知り合いかなど、よく使われる日常表現と基本的な言い回
しを理解し、用いることもできるようになる。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

よく使われる日常表現を理解し、使うことができる。

テーマ

もし相手がゆっくり、はっきりと話してくれれば、簡単なやりとりができる。

授業の概要・計画

以下の内容について、授業を行う。括弧内には教科書の課を示す。
第 1 回オリエンテーション
簡単なあいさつができる (第 1 課)
第 2 回自分のことを簡単に話すことができる (第 3 課)
第 3 回好きな食べ物が何かを話すことができる (第 5 課)
第 4 回どんな部屋に住んでいるか言うことができる (第 7 課)
第 5 回何かをする時間を言うことができる (第 9 課)
第 6 回趣味について話すことができる (第 11 課)
第 7 回どこかまでの行き方を言うことができる (第 13 課)
第 8 回買いたいものについて話すことができる (第 15 課)
第 9 回休みに何をしたか話すことができる (第 17 課)
第 10 回期末プレゼンテーション

履修条件
成績評価方法

参加度 10%、課題・宿題 30%、期末プレゼンテーション 60%

授業外における学習方

MARUGOTO Plus 入門 A1

法

http://a1.marugotoweb.jp/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 & A1-2 courses
https://minato-jf.jp/

教科書

以下の教科書の奇数課を使用する

1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう
参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「入門かつどう 1」、
「入門りかい 1」、
「入門かつどう 2」、
「入門りかい 2」
の 4 つを合わせて履修することが望ましい。

その他

必要に応じて、受講生のレベルに合わせて授業の進度を調整する

Course

Japanese 1 Starter (activities) 1-1B

Course No.

XJ01152

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Tue1

Instructor

Cade Conlan Bushnell

Course Overview

Students will understand and be able to use everyday, basic expressions such as
saying where they live or who they know.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to understand and use expressions used often in daily life.
They will be able to hold a simple conversation with a partner who speaks slowly
and clearly.

Schedule

This course will cover the following topics. Corresponding textbook chapters are
shown in parentheses.
1.Orientation; Simple greetings (L1)
2.Give a simple self introduction (L3)
3.Talk about your favorite foods (L5)
4.Say what kind of home you live in (L7)
5.Say the time you do something (L9)
6.Talk about your hobbies (L11)
7.Say how to get to a particular destination (L13)
8.Talk about what you want to buy (L15)
9.Say what you did on your days oﬀ (L17)
10.Final presentation

Prerequisites
Grading policy

Participation 10%, Assignments & Homework 30%, Final presentation 60%

Study outside of class

MARUGOTO Plus 入門 (Ny ū mon) A1
http://a1.marugotoweb.jp/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 & A1-2 courses
https://minato-jf.jp/

Textbook(s)

We will use the odd-numbered chapters of the following textbook:
1. Marugoto: Japanese Language and Culture Starter (A1) ”Katsudoo”, Japan
Foundation
1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう

Reference book(s)
Student

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Starter (activities)

ments

1, Starter (explanation) 1, Starter (activities) 2, Starter (explanation) 2.

Others

Course diﬃculty may be adjusted as necessary according to the level of students
enrolled.

授業科目名

補講日本語 入門かつどう 1-2B

科目番号

XJ01162

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 火 2

担当教員

ブッシュネル ケード コンラン

授業概要

どこに住んでいるか、誰と知り合いかなど、よく使われる日常表現と基本的な言い回
しを理解し、用いることもできるようになる。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

よく使われる日常表現を理解し、使うことができる。

テーマ

もし相手がゆっくり、はっきりと話してくれれば、簡単なやりとりができる。

授業の概要・計画

以下の内容について、授業を行う。括弧内には教科書の課を示す。
第 1 回オリエンテーション
簡単なあいさつができる (第 1 課)
第 2 回自分のことを簡単に話すことができる (第 3 課)
第 3 回好きな食べ物が何かを話すことができる (第 5 課)
第 4 回どんな部屋に住んでいるか言うことができる (第 7 課)
第 5 回何かをする時間を言うことができる (第 9 課)
第 6 回趣味について話すことができる (第 11 課)
第 7 回どこかまでの行き方を言うことができる (第 13 課)
第 8 回買いたいものについて話すことができる (第 15 課)
第 9 回休みに何をしたか話すことができる (第 17 課)
第 10 回期末プレゼンテーション

履修条件
成績評価方法

参加度 10%、課題・宿題 30%、期末プレゼンテーション 60%

授業外における学習方

MARUGOTO Plus 入門 A1

法

http://a1.marugotoweb.jp/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 & A1-2 courses
https://minato-jf.jp/

教科書

以下の教科書の奇数課を使用する

1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう
参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「入門かつどう 1」、
「入門りかい 1」、
「入門かつどう 2」、
「入門りかい 2」
の 4 つを合わせて履修することが望ましい。

その他

必要に応じて、受講生のレベルに合わせて授業の進度を調整する

Course

Japanese 1 Starter (activities) 1-2B

Course No.

XJ01162

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Tue2

Instructor

Cade Conlan Bushnell

Course Overview

Students will understand and be able to use everyday, basic expressions such as
saying where they live or who they know.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to understand and use expressions used often in daily life.
They will be able to hold a simple conversation with a partner who speaks slowly
and clearly.

Schedule

This course will cover the following topics. Corresponding textbook chapters are
shown in parentheses.
1.Orientation; Simple greetings (L1)
2.Give a simple self introduction (L3)
3.Talk about your favorite foods (L5)
4.Say what kind of home you live in (L7)
5.Say the time you do something (L9)
6.Talk about your hobbies (L11)
7.Say how to get to a particular destination (L13)
8.Talk about what you want to buy (L15)
9.Say what you did on your days oﬀ (L17)
10.Final presentation

Prerequisites
Grading policy

Participation 10%, Assignments & Homework 30%, Final presentation 60%

Study outside of class

MARUGOTO Plus 入門 (Ny ū mon) A1
http://a1.marugotoweb.jp/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 & A1-2 courses
https://minato-jf.jp/

Textbook(s)

We will use the odd-numbered chapters of the following textbook:
1. Marugoto: Japanese Language and Culture Starter (A1) ”Katsudoo”, Japan
Foundation
1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう

Reference book(s)
Student

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Starter (activities)

ments

1, Starter (explanation) 1, Starter (activities) 2, Starter (explanation) 2.

Others

Course diﬃculty may be adjusted as necessary according to the level of students
enrolled.

授業科目名

補講日本語 入門かつどう 2-1B

科目番号

XJ01172

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 木 1

担当教員

伊藤 秀明

授業概要

どこに住んでいるか、誰と知り合いかなど、よく使われる日常表現と基本的な言い回
しを理解し、用いることもできるようになる。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

よく使われる日常表現を理解し、使うことができる

テーマ

もし相手がゆっくり、はっきりと話してくれれば、簡単なやりとりができる

授業の概要・計画

以下の内容について、授業を行う。括弧内は教科書の課を示す。
第 1 回オリエンテーション
教室のことばを理解できる (第 2 課)
第 2 回家族について簡単に話すことができる (第 4 課)
第 3 回好きな料理を言うことができる (第 6 課)
第 4 回家を紹介することができる (第 8 課)
第 5 回 1 週間のスケジュールについて話すことができる (第 10 課)
第 6 回イベントに友人を誘うことができる (第 12 課)
第 7 回地図を使って道を聞くことができる (第 14 課)
第 8 回店で簡単な質問をして、買い物をすることができる (第 16 課)
第 9 回旅行の感想を話すことができる (第 18 課)
第 10 回期末プレゼンテーション

履修条件
成績評価方法

授業内での参加度 10%、課題 (宿題) 30%、期末プレゼンテーション 60%

授業外における学習方

MARUGOTO Plus 入門 A1

法

http://a1.marugotoweb.jp/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 と A1-2 の course
https://minato-jf.jp/

教科書

以下の教科書の偶数課を使用する

1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう
参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「入門かつどう 1」、
「入門りかい 1」、
「入門かつどう 2」、
「入門りかい 2」
の 4 つを合わせて履修することが望ましい。

その他

受講者のレベルに合わせ、授業の進度を柔軟に調整する

Course

Japanese 1 Starter (activities) 2-1B

Course No.

XJ01172

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Thu1

Instructor

Hideaki Ito

Course Overview

Students will understand and be able to use everyday, basic expressions such as
saying where they live or who they know.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to understand and use expressions used often in daily life.
They will be able to hold a simple conversation with a partner who speaks slowly
and clearly.

Schedule

This course will cover the following topics. Corresponding textbook chapters are
shown in parentheses.
1.Orientation; Understand basic classroom expressions (L2)
2.Talk briefly about your family (L4)
3.Say what your favorite dish is (L6)
4.Show someone around your home (L8)
5.Talk about your schedule for this week (L10)
6.Invite a friend to an event (L12)
7.Say how to get to a destination using a map (L14)
8.Ask simple questions while shopping and buy things (L16)
9.Say what you did on your travels (L18)
10.Final presentation

Prerequisites
Grading policy

Participation 10%, Assignments & Homework 30%, Final presentation 60%

Study outside of class

MARUGOTO Plus 入門 (Ny ū mon) A1
http://a1.marugotoweb.jp/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 & A1-2 courses
https://minato-jf.jp/

Textbook(s)

We will use the even-numbered chapters of the following textbook
1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう

Reference book(s)
Student

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Starter (activities)

ments

1, Starter (explanation) 1, Starter (activities) 2, Starter (explanation) 2.

Others

Course diﬃculty may be adjusted as necessary according to the level of students
enrolled.

授業科目名

補講日本語 入門かつどう 2-2B

科目番号

XJ01182

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 木 2

担当教員

伊藤 秀明

授業概要

どこに住んでいるか、誰と知り合いかなど、よく使われる日常表現と基本的な言い回
しを理解し、用いることもできるようになる。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

よく使われる日常表現を理解し、使うことができる

テーマ

もし相手がゆっくり、はっきりと話してくれれば、簡単なやりとりができる

授業の概要・計画

以下の内容について、授業を行う。括弧内は教科書の課を示す。
第 1 回オリエンテーション
教室のことばを理解できる (第 2 課)
第 2 回家族について簡単に話すことができる (第 4 課)
第 3 回好きな料理を言うことができる (第 6 課)
第 4 回家を紹介することができる (第 8 課)
第 5 回 1 週間のスケジュールについて話すことができる (第 10 課)
第 6 回イベントに友人を誘うことができる (第 12 課)
第 7 回地図を使って道を聞くことができる (第 14 課)
第 8 回店で簡単な質問をして、買い物をすることができる (第 16 課)
第 9 回旅行の感想を話すことができる (第 18 課)
第 10 回期末プレゼンテーション

履修条件
成績評価方法

授業内での参加度 10%、課題 (宿題) 30%、期末プレゼンテーション 60%

授業外における学習方

MARUGOTO Plus 入門 A1

法

http://a1.marugotoweb.jp/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 と A1-2 の course
https://minato-jf.jp/

教科書

以下の教科書の偶数課を使用する

1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう
参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「入門かつどう 1」、
「入門りかい 1」、
「入門かつどう 2」、
「入門りかい 2」
の 4 つを合わせて履修することが望ましい。

その他

受講者のレベルに合わせ、授業の進度を柔軟に調整する

Course

Japanese 1 Starter (activities) 2-2B

Course No.

XJ01182

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Thu2

Instructor

Hideaki Ito

Course Overview

Students will understand and be able to use everyday, basic expressions such as
saying where they live or who they know.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to understand and use expressions used often in daily life.
They will be able to hold a simple conversation with a partner who speaks slowly
and clearly.

Schedule

This course will cover the following topics. Corresponding textbook chapters are
shown in parentheses.
1.Orientation; Understand basic classroom expressions (L2)
2.Talk briefly about your family (L4)
3.Say what your favorite dish is (L6)
4.Show someone around your home (L8)
5.Talk about your schedule for this week (L10)
6.Invite a friend to an event (L12)
7.Say how to get to a destination using a map (L14)
8.Ask simple questions while shopping and buy things (L16)
9.Say what you did on your travels (L18)
10.Final presentation

Prerequisites
Grading policy

Participation 10%, Assignments & Homework 30%, Final presentation 60%

Study outside of class

MARUGOTO Plus 入門 (Ny ū mon) A1
http://a1.marugotoweb.jp/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 & A1-2 courses
https://minato-jf.jp/

Textbook(s)

We will use the even-numbered chapters of the following textbook
1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう

Reference book(s)
Student

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Starter (activities)

ments

1, Starter (explanation) 1, Starter (activities) 2, Starter (explanation) 2.

Others

Course diﬃculty may be adjusted as necessary according to the level of students
enrolled.

授業科目名

補講日本語 入門りかい 1-1A

科目番号

XJ01212

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 水 1

担当教員

権 賢貞

授業概要

「入門かつどう」のコミュニケーションを支える言語項目 (文字、語彙、文法、文型
など) を学習する。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

ひらがなの読み書きができる。

テーマ

コミュニケーションの中で使われる日本語の言葉と文法が理解できる。

授業の概要・計画

以下の内容について授業を行う。括弧内は教科書の課を示す。
第 1 回オリエンテーション
ひらがなの読み書きを練習し、言葉とあいさつを聞いてひらがなで読んで書く (第 1
課)
第 2 回自己紹介に使われる言葉と文法を学ぶ (第 3 課)
第 3 回好きな食べ物と飲み物について話すために必要な言葉と文法を学ぶ (第 5 課)
第 4 回住まいについて話すために必要な言葉と文法を学ぶ (第 7 課)
第 5 回日常生活について話すために必要な言葉と文法を学ぶ (第 9 課)
第 6 回趣味について話すために必要な言葉と文法を学ぶ (第 11 課)
第 7 回目的地への行き方について説明するにめに必要な言葉と文法を学ぶ (第 13 課)
第 8 回買い物に必要な言葉と文法を学ぶ (第 15 課)
第 9 回休日の過ごし方について話すための言葉と文法を学ぶ (第 17 課)
第 10 回期末試験

履修条件
成績評価方法

宿題 40%、期末試験 60%

授業外における学習方

MARUGOTO Plus 入門 A1

法

http://a1.marugotoweb.jp/jp
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 と A1-2 の course
http://minato-jf.jp

教科書

以下の教科書の奇数課を使用する。

1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 りかい
参考書

1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう

受講生に望むこと

補講日本語 「入門かつどう 1」、
「入門りかい 1」、
「入門かつどう 2」、
「入門りかい 2」
の 4 つを合わせて履修することが望ましい。授業時間内では文字学習の時間はあまり
取らないため、各自で学習を行うこと

その他

受講者のレベルに合わせて、授業の進度を調整する。

Course

Japanese 1 Starter (explanation) 1-1A

Course No.

XJ01212

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Wed1

Instructor

Hyunjeong Kweon

Course Overview

This course will cover the language knowledge (writing system, vocabulary, grammar, sentence patterns, etc.) necessary for students to communicate during activities in the Starter (activities) class.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will learn to read and write hiragana.
They will understand the Japanese vocabulary and grammar used in communication.

Schedule

This course will cover the following topics.
Corresponding textbook chapters are shown in parentheses.
1.Orientation; Reading and writing practice of hiragana, listening to words and
greetings and writing them in hiragana (L1)
2.Vocabulary and grammar used in self-introductions (L3)
3.Vocabulary and grammar for speaking about favorite foods and drinks (L5)
4.Vocabulary and grammar for talking about where you live (L7)
5.Vocabulary and grammar for talking about daily routines (L9)
6.Vocabulary and grammar for talking about hobbies (L11)
7.Vocabulary and grammar for giving directions (L13)
8.Vocabulary and grammar for shopping (L15)
9.Vocabulary and grammar for talking about days oﬀ (L17)
10.Final exam

Prerequisites
Grading policy

Homework 40%, Final exam 60%

Study outside of class

MARUGOTO Plus 入門 (Ny ū mon) A1
http://a1.marugotoweb.jp/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 & A1-2 courses
https://minato-jf.jp/

Textbook(s)

We will use the odd-numbered chapters of the following textbook:
1. Marugoto: Japanese Language and Culture Starter (A1) ”Rikai”, Japan Foundation
1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 りかい

Reference book(s)

1. Marugoto: Japanese Language and Culture Starter (A1) ”Katsudoo”, Japan
Foundation
1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう

Student
ments

require-

1. Students should sign up for the following 4 courses together: Starter (activities)
1, Starter (explanation) 1, Starter (activities) 2, Starter (explanation)
2. Students should make an eﬀort to study the Japanese writing system independently, as little in-class time will be allocated for writing practice.

Others

Course diﬃculty may be adjusted as necessary according to the level of students
enrolled.

授業科目名

補講日本語 入門りかい 1-2A

科目番号

XJ01222

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 水 2

担当教員

権 賢貞

授業概要

「入門かつどう」のコミュニケーションを支える言語項目 (文字、語彙、文法、文型
など) を学習する。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

ひらがなの読み書きができる。

テーマ

コミュニケーションの中で使われる日本語の言葉と文法が理解できる。

授業の概要・計画

以下の内容について授業を行う。括弧内は教科書の課を示す。
第 1 回オリエンテーション
ひらがなの読み書きを練習し、言葉とあいさつを聞いてひらがなで読んで書く (第 1
課)
第 2 回自己紹介に使われる言葉と文法を学ぶ (第 3 課)
第 3 回好きな食べ物と飲み物について話すために必要な言葉と文法を学ぶ (第 5 課)
第 4 回住まいについて話すために必要な言葉と文法を学ぶ (第 7 課)
第 5 回日常生活について話すために必要な言葉と文法を学ぶ (第 9 課)
第 6 回趣味について話すために必要な言葉と文法を学ぶ (第 11 課)
第 7 回目的地への行き方について説明するために必要な言葉と文法を学ぶ (第 13 課)
第 8 回買い物に必要な言葉と文法を学ぶ (第 15 課)
第 9 回休日の過ごし方について話すための言葉と文法を学ぶ (第 17 課)
第 10 回期末試験

履修条件
成績評価方法

宿題 40%、期末試験 60%

授業外における学習方

MARUGOTO Plus 入門 A1

法

http://a1.marugotoweb.jp/jp
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 と A1-2 の course
http://minato-jf.jp

教科書

以下の教科書の奇数課を使用する。

1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 りかい
参考書

1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう

受講生に望むこと

補講日本語 「入門かつどう 1」、
「入門りかい 1」、
「入門かつどう 2」、
「入門りかい 2」
の 4 つを合わせて履修することが望ましい。授業時間内では文字学習の時間はあまり
取らないため、各自で学習を行うこと

その他

受講者のレベルに合わせて、進度を調整する。

Course

Japanese 1 Starter (explanation) 1-2A

Course No.

XJ01222

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Wed2

Instructor

Hyunjeong Kweon

Course Overview

This course will cover the language knowledge (writing system, vocabulary, grammar, sentence patterns, etc.) necessary for students to communicate during activities in the Starter (activities) class.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will learn to read and write hiragana.
They will understand the Japanese vocabulary and grammar used in communication.

Schedule

This course will cover the following topics.
Corresponding textbook chapters are shown in parentheses.
1.Orientation; Reading and writing practice of hiragana, listening to words and
greetings and writing them in hiragana (L1)
2.Vocabulary and grammar used in self-introductions (L3)
3.Vocabulary and grammar for speaking about favorite foods and drinks (L5)
4.Vocabulary and grammar for talking about where you live (L7)
5.Vocabulary and grammar for talking about daily routines (L9)
6.Vocabulary and grammar for talking about hobbies (L11)
7.Vocabulary and grammar for giving directions (L13)
8.Vocabulary and grammar for shopping (L15)
9.Vocabulary and grammar for talking about days oﬀ (L17)
10.Final exam

Prerequisites
Grading policy

Homework 40%, Final exam 60%

Study outside of class

MARUGOTO Plus 入門 (Ny ū mon) A1
http://a1.marugotoweb.jp/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 & A1-2 courses
https://minato-jf.jp/

Textbook(s)

We will use the odd-numbered chapters of the following textbook:
1. Marugoto: Japanese Language and Culture Starter (A1) ”Rikai”, Japan Foundation
1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 りかい

Reference book(s)

1. Marugoto: Japanese Language and Culture Starter (A1) ”Katsudoo”, Japan
Foundation
1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう

Student
ments

require-

1. Students should sign up for the following 4 courses together: Starter (activities)
1, Starter (explanation) 1, Starter (activities) 2, Starter (explanation)
2. Students should make an eﬀort to study the Japanese writing system independently, as little in-class time will be allocated for writing practice.

Others

Course diﬃculty may be adjusted as necessary according to the level of students
enrolled.

授業科目名

補講日本語 入門りかい 2-1A

科目番号

XJ01232

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 金 1

担当教員

平形 裕紀子

授業概要

「入門かつどう」のコミュニケーションを支える言語項目 (文字、語彙、文法、文型
など) を学習する。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

自己紹介や住んでいるところ、日常生活などについて説明するための表現に使われる

テーマ

基本的な文法や語彙を習得する。

授業の概要・計画

第 1 週 オリエンテーション、カタカナ
第 2 週˜第 9 週 教科書 偶数課
第 10 週 期末テスト

履修条件

外国人留学生が受講できる。

成績評価方法

期末テスト 60%
宿題 40%

授業外における学習方

https://www.marugoto.org/

法
教科書

以下のものを使用する

1. 独立行政法人 国際交流基金, まるごと 入門 A1 りかい
参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「入門かつどう 1」、
「入門りかい 1」、
「入門かつどう 2」、
「入門りかい 2」
の 4 つを合わせて履修することが望ましい。

その他

受講者のレベルに合わせて柔軟に対応する。

Course

Japanese 1 Starter (explanation) 2-1A

Course No.

XJ01232

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Fri1

Instructor

Yukiko Hirakata

Course Overview

This course will cover the language knowledge (writing system, vocabulary, grammar, sentence patterns, etc.) necessary for students to communicate during activities in the Starter (activities) class.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will learn the basic grammar and vocabulary necessary for doing selfintroductions, and talking about where they live and their daily life.

Schedule

Week 1: Orientation; katakana
Weeks 2-9: Even-numbered chapters of the textbook
Week 10: Final exam

Prerequisites

International students may enroll.

Grading policy

Final exam 60%, Homework 40%

Study outside of class

https://www.marugoto.org/

Textbook(s)

We will use the following textbook:
1. Marugoto: Japanese Language and Culture Starter (A1) ”Rikai”, Japan Foundation
1. 独立行政法人 国際交流基金, まるごと 入門 A1 りかい

Reference book(s)
Student

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Starter (activities)

ments

1, Starter (explanation) 1, Starter (activities) 2, Starter (explanation) 2.

Others

Course diﬃculty may be adjusted as necessary according to the level of students
enrolled.

授業科目名

補講日本語 入門りかい 2-2A

科目番号

XJ01242

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 金 2

担当教員

平形 裕紀子

授業概要

「入門かつどう」のコミュニケーションを支える言語項目 (文字、語彙、文法、文型
など) を学習する。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

自己紹介や住んでいるところ、日常生活などについて説明するための表現に使われる

テーマ

基本的な文法や語彙を習得する。

授業の概要・計画

第 1 週 オリエンテーション、カタカナ
第 2 週˜第 9 週 教科書 偶数課
第 10 週 期末テスト

履修条件

外国人留学生が受講できる。

成績評価方法

期末テスト 60%
宿題 40%

授業外における学習方

https://www.marugoto.org/

法
教科書

以下のものを使用する

1. 独立行政法人 国際交流基金, まるごと 入門 A1 りかい
参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「入門かつどう 1」、
「入門りかい 1」、
「入門かつどう 2」、
「入門りかい 2」
の 4 つを合わせて履修することが望ましい。

その他

受講者のレベルに合わせて柔軟に対応する。

Course

Japanese 1 Starter (explanation) 2-2A

Course No.

XJ01242

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Fri2

Instructor

Yukiko Hirakata

Course Overview

This course will cover the language knowledge (writing system, vocabulary, grammar, sentence patterns, etc.) necessary for students to communicate during activities in the Starter (activities) class.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will learn the basic grammar and vocabulary necessary for doing selfintroductions, and talking about where they live and their daily life.

Schedule

Week 1: Orientation; katakana
Weeks 2-9: Even-numbered chapters of the textbook
Week 10: Final exam

Prerequisites

International students may enroll.

Grading policy

Final exam 60%, Homework 40%

Study outside of class

https://www.marugoto.org/

Textbook(s)

We will use the following textbook:
1. Marugoto: Japanese Language and Culture Starter (A1) ”Rikai”, Japan Foundation
1. 独立行政法人 国際交流基金, まるごと 入門 A1 りかい

Reference book(s)
Student

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Starter (activities)

ments

1, Starter (explanation) 1, Starter (activities) 2, Starter (explanation) 2.

Others

Course diﬃculty may be adjusted as necessary according to the level of students
enrolled.

授業科目名

補講日本語 入門りかい 1-1B

科目番号

XJ01252

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 水 1

担当教員

権 賢貞

授業概要

「入門かつどう」のコミュニケーションを支える言語項目 (文字、語彙、文法、文型
など) を学習する。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

ひらがなの読み書きができる。

テーマ

コミュニケーションの中で使われる日本語の言葉と文法が理解できる。

授業の概要・計画

以下の内容について授業を行う。括弧内は教科書の課を示す
第 1 回オリエンテーション
ひらがなの読み書きを練習し、言葉とあいさつを聞いてひらがなで読んで書く (第 1
第 2 回自己紹介に使われる言葉と文法を学ぶ (第 3 課)
第 3 回好きな食べ物と飲み物について話すために必要な言葉と文法を学ぶ (第 5 課)
第 4 回住まいについて話すために必要な言葉と文法を学ぶ (第 7 課)
第 5 回日常生活について話すために必要な言葉と文法を学ぶ (第 9 課
第 6 回趣味について話すために必要な言葉と文法を学ぶ (第 11 課)
第 7 回目的地への行き方について説明するために必要な言葉と文法を学ぶ (第 13 課)
第 8 回買い物に必要な言葉と文法を学ぶ (第 15 課)
第 9 回休日の過ごし方について話すための言葉と文法を学ぶ (第 17 課)
第 10 回期末試験

履修条件
成績評価方法

宿題 40%、期末試験 60%

授業外における学習方

MARUGOTO Plus 入門 A1

法

http://a1.marugotoweb.jp/jp
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 と A1-2 の course
http://minato-jf.jp

教科書

以下の教科書の奇数課を使用する。

1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 りかい
参考書

1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう

受講生に望むこと

補講日本語 「入門かつどう 1」、
「入門りかい 1」、
「入門かつどう 2」、
「入門りかい 2」
の 4 つを合わせて履修することが望ましい。授業時間内では文字学習の時間はあまり
取らないため、各自で学習を行うこと

その他

受講者のレベルに合わせて、進度を調整する。

Course

Japanese 1 Starter (explanation) 1-1B

Course No.

XJ01252

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Wed1

Instructor

Hyunjeong Kweon

Course Overview

This course will cover the language knowledge (writing system, vocabulary, grammar, sentence patterns, etc.) necessary for students to communicate during activities in the Starter (activities) class.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will learn to read and write hiragana.
They will understand the Japanese vocabulary and grammar used in communication.

Schedule

This course will cover the following topics.
Corresponding textbook chapters are shown in parentheses.
1.Orientation; Reading and writing practice of hiragana, listening to words and
greetings and writing them in hiragana (L1)
2.Vocabulary and grammar used in self-introductions (L3)
3.Vocabulary and grammar for speaking about favorite foods and drinks (L5)
4.Vocabulary and grammar for talking about where you live (L7)
5.Vocabulary and grammar for talking about daily routines (L9)
6.Vocabulary and grammar for talking about hobbies (L11)
7.Vocabulary and grammar for giving directions (L13)
8.Vocabulary and grammar for shopping (L15)
9.Vocabulary and grammar for talking about days oﬀ (L17)
10.Final exam

Prerequisites
Grading policy

Homework 40%, Final exam 60%

Study outside of class

MARUGOTO Plus 入門 (Ny ū mon) A1
http://a1.marugotoweb.jp/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 & A1-2 courses
https://minato-jf.jp/

Textbook(s)

We will use the odd-numbered chapters of the following textbook:
1. Marugoto: Japanese Language and Culture Starter (A1) ”Rikai”, Japan Foundation
1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 りかい

Reference book(s)

1. Marugoto: Japanese Language and Culture Starter (A1) ”Katsudoo”, Japan
Foundation
1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう

Student
ments

require-

1. Students should sign up for the following 4 courses together: Starter (activities)
1, Starter (explanation) 1, Starter (activities) 2, Starter (explanation)
2. Students should make an eﬀort to study the Japanese writing system independently, as little in-class time will be allocated for writing practice.

Others

Course diﬃculty may be adjusted as necessary according to the level of students
enrolled.

授業科目名

補講日本語 入門りかい 1-2B

科目番号

XJ01262

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 水 2

担当教員

権 賢貞

授業概要

「入門かつどう」のコミュニケーションを支える言語項目 (文字、語彙、文法、文型
など) を学習する。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

ひらがなの読み書きができる。

テーマ

コミュニケーションの中で使われる日本語の言葉と文法が理解できる。

授業の概要・計画

以下の内容について授業を行う。括弧内は教科書の課を示す。
第 1 回オリエンテーション
ひらがなの読み書きを練習し、言葉とあいさつを聞いてひらがなで読んで書く (第 1
課)
第 2 回自己紹介に使われる言葉と文法を学ぶ (第 3 課)
第 3 回好きな食べ物と飲み物について話すために必要な言葉と文法を学ぶ (第 5 課)
第 4 回住まいについて話すために必要な言葉と文法を学ぶ (第 7 課)
第 5 回日常生活について話すために必要な言葉と文法を学ぶ (第 9 課)
第 6 回趣味について話すために必要な言葉と文法を学ぶ (第 11 課)
第 7 回目的地への行き方について説明するにめに必要な言葉と文法を学ぶ (第 13 課)
第 8 回買い物に必要な言葉と文法を学ぶ (第 15 課)
第 9 回休日の過ごし方について話すための言葉と文法を学ぶ (第 17 課)
第 10 回期末試験

履修条件
成績評価方法

宿題 40%、期末試験 60%

授業外における学習方

MARUGOTO Plus 入門 A1

法

http://a1.marugotoweb.jp/jp
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 と A1-2 の course
http://minato-jf.jp

教科書

以下の教科書の奇数課を使用する。

1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 りかい
参考書

1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう

受講生に望むこと

補講日本語 「入門かつどう 1」、
「入門りかい 1」、
「入門かつどう 2」、
「入門りかい 2」
の 4 つを合わせて履修することが望ましい。授業時間内では文字学習の時間はあまり
取らないため、各自で学習を行うこと

その他

受講者のレベルに合わせて、授業の進度を調整する。

Course

Japanese 1 Starter (explanation) 1-2B

Course No.

XJ01262

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Wed2

Instructor

Hyunjeong Kweon

Course Overview

This course will cover the language knowledge (writing system, vocabulary, grammar, sentence patterns, etc.) necessary for students to communicate during activities in the Starter (activities) class.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will learn to read and write hiragana.
They will understand the Japanese vocabulary and grammar used in communication.

Schedule

This course will cover the following topics.
Corresponding textbook chapters are shown in parentheses.
1.Orientation; Reading and writing practice of hiragana, listening to words and
greetings and writing them in hiragana (L1)
2.Vocabulary and grammar used in self-introductions (L3)
3.Vocabulary and grammar for speaking about favorite foods and drinks (L5)
4.Vocabulary and grammar for talking about where you live (L7)
5.Vocabulary and grammar for talking about daily routines (L9)
6.Vocabulary and grammar for talking about hobbies (L11)
7.Vocabulary and grammar for giving directions (L13)
8.Vocabulary and grammar for shopping (L15)
9.Vocabulary and grammar for talking about days oﬀ (L17)
10.Final exam

Prerequisites
Grading policy

Homework 40%, Final exam 60%

Study outside of class

MARUGOTO Plus 入門 (Ny ū mon) A1
http://a1.marugotoweb.jp/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A1-1 & A1-2 courses
https://minato-jf.jp/

Textbook(s)

We will use the odd-numbered chapters of the following textbook:
1. Marugoto: Japanese Language and Culture Starter (A1) ”Rikai”, Japan Foundation
1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 りかい

Reference book(s)

1. Marugoto: Japanese Language and Culture Starter (A1) ”Katsudoo”, Japan
Foundation
1. 独立行政法人 国際交流基金,『まるごと 日本のことばと文化』入門 A1 かつどう

Student
ments

require-

1. Students should sign up for the following 4 courses together: Starter (activities)
1, Starter (explanation) 1, Starter (activities) 2, Starter (explanation)
2. Students should make an eﬀort to study the Japanese writing system independently, as little in-class time will be allocated for writing practice.

Others

Course diﬃculty may be adjusted as necessary according to the level of students
enrolled.

授業科目名

補講日本語 入門りかい 2-1B

科目番号

XJ01272

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 金 1

担当教員

平形 裕紀子

授業概要

「入門かつどう」のコミュニケーションを支える言語項目 (文字、語彙、文法、文型
など) を学習する。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

自己紹介や住んでいるところ、日常生活などについて説明するための表現に使われる

テーマ

基本的な文法や語彙を習得する。

授業の概要・計画

第 1 週 オリエンテーション、カタカナ
第 2 週˜第 9 週 教科書 偶数課
第 10 週 期末テスト

履修条件

外国人留学生が受講できる。

成績評価方法

期末テスト 60%
宿題 40%

授業外における学習方

https://www.marugoto.org/

法
教科書

以下のものを使用する

1. 独立行政法人 国際交流基金, まるごと 入門 A1 りかい
参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「入門かつどう 1」、
「入門りかい 1」、
「入門かつどう 2」、
「入門りかい 2」
の 4 つを合わせて履修することが望ましい。

その他

受講者のレベルに合わせて柔軟に対応する。

Course

Japanese 1 Starter (explanation) 2-1B

Course No.

XJ01272

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Fri1

Instructor

Yukiko Hirakata

Course Overview

This course will cover the language knowledge (writing system, vocabulary, grammar, sentence patterns, etc.) necessary for students to communicate during activities in the Starter (activities) class.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will learn the basic grammar and vocabulary necessary for doing selfintroductions, and talking about where they live and their daily life.

Schedule

Week 1: Orientation; katakana
Weeks 2-9: Even-numbered chapters of the textbook
Week 10: Final exam

Prerequisites

International students may enroll.

Grading policy

Final exam 60%, Homework 40%

Study outside of class

https://www.marugoto.org/

Textbook(s)

We will use the following textbook:
1. Marugoto: Japanese Language and Culture Starter (A1) ”Rikai”, Japan Foundation
1. 独立行政法人 国際交流基金, まるごと 入門 A1 りかい

Reference book(s)
Student

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Starter (activities)

ments

1, Starter (explanation) 1, Starter (activities) 2, Starter (explanation) 2.

Others

Course diﬃculty may be adjusted as necessary according to the level of students
enrolled.

授業科目名

補講日本語 入門りかい 2-2B

科目番号

XJ01282

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 金 2

担当教員

平形 裕紀子

授業概要

「入門かつどう」のコミュニケーションを支える言語項目 (文字、語彙、文法、文型
など) を学習する。

備考

外国人留学生が受講できる。

授業形態

演習

授業の到達目標及び

自己紹介や住んでいるところ、日常生活などについて説明するための表現に使われる

テーマ

基本的な文法や語彙を習得する。

授業の概要・計画

第 1 週 オリエンテーション、カタカナ
第 2 週˜第 9 週 教科書 偶数課
第 10 週 期末テスト

履修条件

外国人留学生が受講できる。

成績評価方法

期末テスト 60%
宿題 40%

授業外における学習方

https://www.marugoto.org/

法
教科書

以下のものを使用する

1. 独立行政法人 国際交流基金, まるごと 入門 A1 りかい
参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「入門かつどう 1」、
「入門りかい 1」、
「入門かつどう 2」、
「入門りかい 2」
の 4 つを合わせて履修することが望ましい。

その他

受講者のレベルに合わせて柔軟に対応する。

Course

Japanese 1 Starter (explanation) 2-2B

Course No.

XJ01282

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Fri2

Instructor

Yukiko Hirakata

Course Overview

This course will cover the language knowledge (writing system, vocabulary, grammar, sentence patterns, etc.) necessary for students to communicate during activities in the Starter (activities) class.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will learn the basic grammar and vocabulary necessary for doing selfintroductions, and talking about where they live and their daily life.

Schedule

Week 1: Orientation; katakana
Weeks 2-9: Even-numbered chapters of the textbook
Week 10: Final exam

Prerequisites

International students may enroll.

Grading policy

Final exam 60%, Homework 40%

Study outside of class

https://www.marugoto.org/

Textbook(s)

We will use the following textbook:
1. Marugoto: Japanese Language and Culture Starter (A1) ”Rikai”, Japan Foundation
1. 独立行政法人 国際交流基金, まるごと 入門 A1 りかい

Reference book(s)
Student

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Starter (activities)

ments

1, Starter (explanation) 1, Starter (activities) 2, Starter (explanation) 2.

Others

Course diﬃculty may be adjusted as necessary according to the level of students
enrolled.

