授業科目名

補講日本語 初級 1 かつどう 1-1A

科目番号

XJ02112

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 火 1

担当教員

安 祥希

授業概要

身近で日常の事柄についての情報交換ができるようになる。

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

身の回りのことや日常の事柄について聞いて理解でき、話すことができる。日常でよ

テーマ

く使われる日本語をたくさん聞き、話す練習を中心に行う。

授業の概要・計画

授業内容は、以下である。(教科書の奇数課を使う)
第 1 回 オリエンテーション + かぞくと私 ー 第 1 課 東京に すんでいます
第 2 回 きせつとてんき ー 第 3 課 日本は いま、はるです
第 3 回 わたしのまち ー 第 5 課 この こうえんは ひろくて、きれいです
第 4 回 でかけ ー 第 7 課 10 時でも いいですか
第 5 回 がいこくごとがいこくぶんか ー 第 9 課 日本語は はつおんが かんたんです
第 6 回 そとで食べる ー 第 11 課 なにを もっていきますか
第 7 回 しゅっちょう ー 第 13 課 たなかさんに 会ったことが あります
第 8 回 けんこう ー 第 15 課 たいそうすると いいですよ
第 9 回 おいわい ー 第 17 課 たんじょう日に もらったんです
第 10 回 期末テスト

履修条件

J1 レベル以上の日本語力があること

成績評価方法

授業内での参加度 20%、課題 (宿題) など 30%、期末テスト 50%

授業外における学習方

・MARUGOTO Plus Japanese Learning

法

(http://a2.marugotoweb.jp/en/)
・JF Japanese elearning:Marugoto A2-1, A2-2 〔Katsudoo & Rikai〕Self-Study

Course
(https://minatojf.jp/)
教科書

独立行政法人 国際交流基金 (2014)『まるごと 日本のことばと文化』初級 1 A2 かつ
どう

Marugoto: Japanese language and culture Elementary1 A2 ”Katsudoo”
参考書

独立行政法人 国際交流基金 (2014)『まるごと 日本のことばと文化』初級 1 A2 り
かい

Marugoto: Japanese language and culture Elementary1 A2 ”Rikai”
受講生に望むこと

補講日本語 「初級 1 かつどう 1」、「初級 1 りかい 1」、「初級 1 かつどう 2」、「初級 1
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

受講生のレベルに合わせて授業の進度を柔軟に調整する。

Course

Japanese 2 Elementary 1 (activities) 1-1A

Course No.

XJ02112

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Tue1

Instructor

SANGHEE AHN

Course Overview

Students will be able to exchange information about familiar, everyday topics.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to listen to, understand, and talk about everyday topics and
things around them. This course will focus on listening and speaking practice of
Japanese used in daily life.

Schedule

This course will cover the following topics. (Odd-numbered chapters of the textbook will be covered.)
Week 1: Orientation; My family and myself - Lesson 1: We live in Tokyo
Week 2: Seasons and weather - Lesson 3: It’s spring now in Japan
Week 3: My town - Lesson 5: This park is big and beautiful
Week 4: Going out - Lesson 7: Is ten o’clock OK?
Week 5: Languages and culture of other countries - Lesson 9: Japanese is easy
to pronounce
Week 6: Eating outdoors - Lesson 11: What are you going to take to the picnic?
Week 7: Business trips - Lesson 13: I have met Mr. Tanaka before
Week 8: Staying healthy - Lesson 15: How about doing some exercise?
Week 9: Celebrations - Lesson 17: I got this for my birthday
Week 10: Final exam

Prerequisites

Students should have Japanese ability of at least J1.

Grading policy

Class participation 20%, Assignments (homework) etc. 30%, Final exam 50%

Study outside of class

・MARUGOTO Plus Japanese Learning

(http://a2.marugotoweb.jp/en/)
・JF Japanese e-learning: Marugoto A2-1, A2-2 〔Katsudoo & Rikai〕 Self-Study

Course
(https://minatojf.jp/)
Textbook(s)

Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary1 A2 ”Katsudoo”, Japan
Foundation (2014)

Reference book(s)

Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary1 A2 ”Rikai”, Japan
Foundation (2014)

Student
ments

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Elementary 1 (activities) 1, Elementary 1 (explanation) 1, Elementary 1 (activities) 2, Elementary
1 (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 初級 1 かつどう 1-2A

科目番号

XJ02122

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 火 2

担当教員

安 祥希

授業概要

身近で日常の事柄についての情報交換ができるようになる。

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

身の回りのことや日常の事柄について聞いて理解でき、話すことができる。日常でよ

テーマ

く使われる日本語をたくさん聞き、話す練習を中心に行う。

授業の概要・計画

授業内容は、以下である。(教科書の奇数課を使う)
第 1 回 オリエンテーション + かぞくと私 ー 第 1 課 東京に すんでいます
第 2 回 きせつとてんき ー 第 3 課 日本は いま、はるです
第 3 回 わたしのまち ー 第 5 課 この こうえんは ひろくて、きれいです
第 4 回 でかけ ー 第 7 課 10 時でも いいですか
第 5 回 がいこくごとがいこくぶんか ー 第 9 課 日本語は はつおんが かんたんです
第 6 回 そとで食べる ー 第 11 課 なにを もっていきますか
第 7 回 しゅっちょう ー 第 13 課 たなかさんに 会ったことが あります
第 8 回 けんこう ー 第 15 課 たいそうすると いいですよ
第 9 回 おいわい ー 第 17 課 たんじょう日に もらったんです
第 10 回 期末テスト

履修条件

J1 レベル以上の日本語力があること

成績評価方法

授業内での参加度 20%、課題 (宿題) など 30%、期末テスト 50%

授業外における学習方

・MARUGOTO Plus Japanese Learning

法

(http://a2.marugotoweb.jp/en/)
・JF Japanese elearning:Marugoto A2-1, A2-2 〔Katsudoo & Rikai〕Self-Study

Course
(https://minatojf.jp/)
教科書

独立行政法人 国際交流基金 (2014)『まるごと 日本のことばと文化』初級 1 A2 かつ
どう

Marugoto: Japanese language and culture Elementary1 A2 ”Katsudoo”
参考書

独立行政法人 国際交流基金 (2014)『まるごと 日本のことばと文化』初級 1 A2 り
かい

Marugoto: Japanese language and culture Elementary1 A2 ”Rikai”
受講生に望むこと

補講日本語 「初級 1 かつどう 1」、「初級 1 りかい 1」、「初級 1 かつどう 2」、「初級 1
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

受講生のレベルに合わせて授業の進度を柔軟に調整する。

Course

Japanese 2 Elementary 1 (activities) 1-2A

Course No.

XJ02122

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Tue2

Instructor

SANGHEE AHN

Course Overview

Students will be able to exchange information about familiar, everyday topics.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to listen to, understand, and talk about everyday topics and
things around them. This course will focus on listening and speaking practice of
Japanese used in daily life.

Schedule

This course will cover the following topics. (Odd-numbered chapters of the textbook will be covered.)
Week 1: Orientation; My family and myself - Lesson 1: We live in Tokyo
Week 2: Seasons and weather - Lesson 3: It’s spring now in Japan
Week 3: My town - Lesson 5: This park is big and beautiful
Week 4: Going out - Lesson 7: Is ten o’clock OK?
Week 5: Languages and culture of other countries - Lesson 9: Japanese is easy
to pronounce
Week 6: Eating outdoors - Lesson 11: What are you going to take to the picnic?
Week 7: Business trips - Lesson 13: I have met Mr. Tanaka before
Week 8: Staying healthy - Lesson 15: How about doing some exercise?
Week 9: Celebrations - Lesson 17: I got this for my birthday
Week 10: Final exam

Prerequisites

Students should have Japanese ability of at least J1.

Grading policy

Class participation 20%, Assignments (homework) etc. 30%, Final exam 50%

Study outside of class

・MARUGOTO Plus Japanese Learning

(http://a2.marugotoweb.jp/en/)
・JF Japanese e-learning: Marugoto A2-1, A2-2 〔Katsudoo & Rikai〕 Self-Study

Course
(https://minatojf.jp/)
Textbook(s)

Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary1 A2 ”Katsudoo”, Japan
Foundation (2014)

Reference book(s)

Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary1 A2 ”Rikai”, Japan
Foundation (2014)

Student
ments

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Elementary 1 (activities) 1, Elementary 1 (explanation) 1, Elementary 1 (activities) 2, Elementary
1 (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 初級 1 かつどう 2-1A

科目番号

XJ02132

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 木 1

担当教員

陳 一吟

授業概要

身近で日常の事柄についての情報交換ができるようになる。

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

日常的なテーマを巡って自分のことや相手のことについて聞いたり、話したりして、

テーマ

コミュニケーションができる。
日常でよく使われる日本語をたくさん聞き、話す練習を中心に行う。

授業の概要・計画

授業内容は、以下である。(教科書の偶数課を使う)
第 1 回 オリエンテーション
かぞくと私 ー 第 2 課 しゅみは クラシックを聞くことです
第 2 回 きせつとてんき ー 第 4 課 いい てんきですね
第 3 回 わたしのまち ー 第 6 課まっすぐ 行ってください
第 4 回 でかけ ー 第 8 課 もう やけいを 見に いきましたか
第 5 回 がいこくごとがいこくぶんか ー 第 10 課 いつか 日本に行きたいです
第 6 回 そとでたべる ー 第 12 課 おいしそうですね
第 7 回 しゅっちょう ー 第 14 課 これ、つかってもいいですか
第 8 回 けんこう ー 第 16 課 はしったり、およいだり しています
第 9 回 おいわい ー 第 18 課 パーティがいいと おもいます
第 10 回 期末テスト

履修条件

J1 レベル以上の日本語力があること

成績評価方法

授業内での参加度 20%、課題 (宿題) など 30%、期末テスト 50%

授業外における学習方

・MARUGOTO Plus Japanese Learning

法

(http://a2.marugotoweb.jp/en/)
・JF Japanese elearning:Marugoto A2-1, A2-2 〔Katsudoo & Rikai〕Self-Study

Course
(https://minatojf.jp/)
教科書

独立行政法人 国際交流基金 (2014)『まるごと 日本のことばと文化』初級 1 A2 かつ
どう

1. Marugoto: Japanese language and culture Elementary1 A2 ”Katsudoo”
参考書

独立行政法人 国際交流基金 (2014)『まるごと 日本のことばと文化』初級 1 A2 り
かい

1. Marugoto: Japanese language and culture Elementary1 A2 ”Rikai”
受講生に望むこと

補講日本語 「初級 1 かつどう 1」、「初級 1 りかい 1」、「初級 1 かつどう 2」、「初級 1
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

Course

Japanese 2 Elementary 1 (activities) 2-1A

Course No.

XJ02132

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Thu1

Instructor

Yiyin Chen

Course Overview

Students will be able to exchange information about familiar, everyday topics.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to talk about themselves and ask their conversation partner
about things pertaining to everyday topics. This course will focus on listening
and speaking practice of Japanese used in daily life.

Schedule

This course will cover the following topics. (Even-numbered chapters of the textbook will be covered.)
Week 1: Orientation; My family and myself - Lesson 2: My hobby is listening to
classical music
Week 2: Seasons and weather - Lesson 4: It’s a nice day, isn’t it?
Week 3: My town - Lesson 6: Please go straight
Week 4: Going out - Lesson 8: Have you been to see the night view yet?
Week 5: Languages and culture of other countries - Lesson 10: I’d like to go to
Japan some day
Week 6: Eating outdoors - Lesson 12: It looks delicious
Week 7: Business trips - Lesson 14: May I use this?
Week 8: Staying healthy - Lesson 16: I go running and swimming
Week 9: Celebrations - Lesson 18: I think a party is a good idea
Week 10: Final exam

Prerequisites

Students should have Japanese ability of at least J1.

Grading policy

Class participation 20%, Assignments (homework) etc. 30%, Final exam 50%

Study outside of class

・MARUGOTO Plus Japanese Learning

(http://a2.marugotoweb.jp/en/)
・JF Japanese elearning: Marugoto A2-1, A2-2 〔Katsudoo & Rikai〕 Self-Study

Course
(https://minatojf.jp/)
Textbook(s)

Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary1 A2 ”Katsudoo”, Japan
Foundation (2014)

Reference book(s)

Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary1 A2 ”Rikai”, Japan
Foundation (2014)

Student
ments

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Elementary 1 (activities) 1, Elementary 1 (explanation) 1, Elementary 1 (activities) 2, Elementary
1 (explanation) 2.

Others

授業科目名

補講日本語 初級 1 かつどう 2-2A

科目番号

XJ02142

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 木 2

担当教員

陳 一吟

授業概要

身近で日常の事柄についての情報交換ができるようになる。

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

日常的なテーマを巡って自分のことや相手のことについて聞いたり、話したりして、

テーマ

コミュニケーションができる。
日常でよく使われる日本語をたくさん聞き、話す練習を中心に行う。

授業の概要・計画

授業内容は、以下である。(教科書の偶数課を使う)
第 1 回 オリエンテーション
かぞくと私 ー 第 2 課 しゅみは クラシックを聞くことです
第 2 回 きせつとてんき ー 第 4 課 いい てんきですね
第 3 回 わたしのまち ー 第 6 課まっすぐ 行ってください
第 4 回 でかけ ー 第 8 課 もう やけいを 見に いきましたか
第 5 回 がいこくごとがいこくぶんか ー 第 10 課 いつか 日本に行きたいです
第 6 回 そとでたべる ー 第 12 課 おいしそうですね
第 7 回 しゅっちょう ー 第 14 課 これ、つかってもいいですか
第 8 回 けんこう ー 第 16 課 はしったり、およいだり しています
第 9 回 おいわい ー 第 18 課 パーティがいいと おもいます
第 10 回 期末テスト

履修条件

J1 レベル以上の日本語力があること

成績評価方法

授業内での参加度 20%、課題 (宿題) など 30%、期末テスト 50%

授業外における学習方

・MARUGOTO Plus Japanese Learning

法

(http://a2.marugotoweb.jp/en/)
・JF Japanese elearning:Marugoto A2-1, A2-2 〔Katsudoo & Rikai〕Self-Study

Course
(https://minatojf.jp/)
教科書

独立行政法人 国際交流基金 (2014)『まるごと 日本のことばと文化』初級 1 A2 かつ
どう

1. Marugoto: Japanese language and culture Elementary1 A2 ”Katsudoo”
参考書

独立行政法人 国際交流基金 (2014)『まるごと 日本のことばと文化』初級 1 A2 り
かい

1. Marugoto: Japanese language and culture Elementary1 A2 ”Rikai”
受講生に望むこと

補講日本語 「初級 1 かつどう 1」、「初級 1 りかい 1」、「初級 1 かつどう 2」、「初級 1
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

Course

Japanese 2 Elementary 1 (activities) 2-2A

Course No.

XJ02142

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Thu2

Instructor

Yiyin Chen

Course Overview

Students will be able to exchange information about familiar, everyday topics.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to talk about themselves and ask their conversation partner
about things pertaining to everyday topics. This course will focus on listening
and speaking practice of Japanese used in daily life.

Schedule

”This course will cover the following topics. (Even-numbered chapters of the
textbook will be covered.)
Week 1: Orientation; My family and myself - Lesson 2: My hobby is listening to
classical music
Week 2: Seasons and weather - Lesson 4: It’s a nice day, isn’t it?
Week 3: My town - Lesson 6: Please go straight
Week 4: Going out - Lesson 8: Have you been to see the night view yet?
Week 5: Languages and culture of other countries - Lesson 10: I’d like to go to
Japan some day
Week 6: Eating outdoors - Lesson 12: It looks delicious
Week 7: Business trips - Lesson 14: May I use this?
Week 8: Staying healthy - Lesson 16: I go running and swimming
Week 9: Celebrations - Lesson 18: I think a party is a good idea
Week 10: Final exam”

Prerequisites

Students should have Japanese ability of at least J1.

Grading policy

Class participation 20%, Assignments (homework) etc. 30%, Final exam 50%

Study outside of class

”・MARUGOTO Plus Japanese Learning
(http://a2.marugotoweb.jp/en/)
・JF Japanese elearning: Marugoto A2-1, A2-2 〔Katsudoo & Rikai〕 Self-Study

Course
(https://minatojf.jp/)”
Textbook(s)

Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary1 A2 ”Katsudoo”, Japan
Foundation (2014)

Reference book(s)

Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary1 A2 ”Rikai”, Japan
Foundation (2014)

Student
ments

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Elementary 1 (activities) 1, Elementary 1 (explanation) 1, Elementary 1 (activities) 2, Elementary
1 (explanation) 2.

Others

授業科目名

補講日本語 初級 1 かつどう 1-1B

科目番号

XJ02152

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 火 1

担当教員

安 祥希

授業概要

身近で日常の事柄についての情報交換ができるようになる。

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

身の回りのことや日常の事柄について聞いて理解でき、話すことができる。日常でよ

テーマ

く使われる日本語をたくさん聞き、話す練習を中心に行う。

授業の概要・計画

授業内容は、以下である。(教科書の奇数課を使う)
第 1 回 オリエンテーション + かぞくと私 ー 第 1 課 東京に すんでいます
第 2 回 きせつとてんき ー 第 3 課 日本は いま、はるです
第 3 回 わたしのまち ー 第 5 課 この こうえんは ひろくて、きれいです
第 4 回 でかけ ー 第 7 課 10 時でも いいですか
第 5 回 がいこくごとがいこくぶんか ー 第 9 課 日本語は はつおんが かんたんです
第 6 回 そとで食べる ー 第 11 課 なにを もっていきますか
第 7 回 しゅっちょう ー 第 13 課 たなかさんに 会ったことが あります
第 8 回 けんこう ー 第 15 課 たいそうすると いいですよ
第 9 回 おいわい ー 第 17 課 たんじょう日に もらったんです
第 10 回 期末テスト

履修条件

J1 レベル以上の日本語力があること

成績評価方法

授業内での参加度 20%、課題 (宿題) など 30%、期末テスト 50%

授業外における学習方

・MARUGOTO Plus Japanese Learning

法

(http://a2.marugotoweb.jp/en/)
・JF Japanese elearning:Marugoto A2-1, A2-2 〔Katsudoo & Rikai〕Self-Study

Course
(https://minatojf.jp/)
教科書

独立行政法人 国際交流基金 (2014)『まるごと 日本のことばと文化』初級 1 A2 かつ
どう

Marugoto: Japanese language and culture Elementary1 A2 ”Katsudoo”
参考書

独立行政法人 国際交流基金 (2014)『まるごと 日本のことばと文化』初級 1 A2 り
かい

Marugoto: Japanese language and culture Elementary1 A2 ”Rikai”
受講生に望むこと

補講日本語 「初級 1 かつどう 1」、「初級 1 りかい 1」、「初級 1 かつどう 2」、「初級 1
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

受講生のレベルに合わせて授業の進度を柔軟に調整する。

Course

Japanese 2 Elementary 1 (activities) 1-1B

Course No.

XJ02152

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Tue1

Instructor

SANGHEE AHN

Course Overview

Students will be able to exchange information about familiar, everyday topics.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to listen to, understand, and talk about everyday topics and
things around them. This course will focus on listening and speaking practice of
Japanese used in daily life.

Schedule

This course will cover the following topics. (Odd-numbered chapters of the textbook will be covered.)
Week 1: Orientation; My family and myself - Lesson 1: We live in Tokyo
Week 2: Seasons and weather - Lesson 3: It’s spring now in Japan
Week 3: My town - Lesson 5: This park is big and beautiful
Week 4: Going out - Lesson 7: Is ten o’clock OK?
Week 5: Languages and culture of other countries - Lesson 9: Japanese is easy
to pronounce
Week 6: Eating outdoors - Lesson 11: What are you going to take to the picnic?
Week 7: Business trips - Lesson 13: I have met Mr. Tanaka before
Week 8: Staying healthy - Lesson 15: How about doing some exercise?
Week 9: Celebrations - Lesson 17: I got this for my birthday
Week 10: Final exam

Prerequisites

Students should have Japanese ability of at least J1.

Grading policy

Class participation 20%, Assignments (homework) etc. 30%, Final exam 50%

Study outside of class

・MARUGOTO Plus Japanese Learning

(http://a2.marugotoweb.jp/en/)
・JF Japanese e-learning: Marugoto A2-1, A2-2 〔Katsudoo & Rikai〕 Self-Study

Course
(https://minatojf.jp/)
Textbook(s)

Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary1 A2 ”Katsudoo”, Japan
Foundation (2014)

Reference book(s)

Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary1 A2 ”Rikai”, Japan
Foundation (2014)

Student
ments

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Elementary 1 (activities) 1, Elementary 1 (explanation) 1, Elementary 1 (activities) 2, Elementary
1 (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 初級 1 かつどう 1-2B

科目番号

XJ02162

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 火 2

担当教員

安 祥希

授業概要

身近で日常の事柄についての情報交換ができるようになる。

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

身の回りのことや日常の事柄について聞いて理解でき、話すことができる。日常でよ

テーマ

く使われる日本語をたくさん聞き、話す練習を中心に行

授業の概要・計画

授業内容は、以下である。(教科書の奇数課を使う)
第 1 回 オリエンテーション + かぞくと私 ー 第 1 課 東京に すんでいます
第 2 回 きせつとてんき ー 第 3 課 日本は いま、はるです
第 3 回 わたしのまち ー 第 5 課 この こうえんは ひろくて、きれいです
第 4 回 でかけ ー 第 7 課 10 時でも いいですか
第 5 回 がいこくごとがいこくぶんか ー 第 9 課 日本語は はつおんが かんたんです
第 6 回 そとで食べる ー 第 11 課 なにを もっていきますか
第 7 回 しゅっちょう ー 第 13 課 たなかさんに 会ったことが あります
第 8 回 けんこう ー 第 15 課 たいそうすると いいですよ
第 9 回 おいわい ー 第 17 課 たんじょう日に もらったんです
第 10 回 期末テスト

履修条件

J1 レベル以上の日本語力があること

成績評価方法

授業内での参加度 20%、課題 (宿題) など 30%、期末テスト 50%

授業外における学習方

・MARUGOTO Plus Japanese Learning

法

(http://a2.marugotoweb.jp/en/)
・JF Japanese elearning:Marugoto A2-1, A2-2 〔Katsudoo & Rikai〕Self-Study

Course
(https://minatojf.jp/)
教科書

独立行政法人 国際交流基金 (2014)『まるごと 日本のことばと文化』初級 1 A2 かつ
どう

Marugoto: Japanese language and culture Elementary1 A2 ”Katsudoo”
参考書

独立行政法人 国際交流基金 (2014)『まるごと 日本のことばと文化』初級 1 A2 り
かい

Marugoto: Japanese language and culture Elementary1 A2 ”Rikai”
受講生に望むこと

補講日本語 「初級 1 かつどう 1」、「初級 1 りかい 1」、「初級 1 かつどう 2」、「初級 1
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

受講生のレベルに合わせて授業の進度を柔軟に調整する。

Course

Japanese 2 Elementary 1 (activities) 1-2B

Course No.

XJ02162

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Tue2

Instructor

SANGHEE AHN

Course Overview

Students will be able to exchange information about familiar, everyday topics.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to listen to, understand, and talk about everyday topics and
things around them. This course will focus on listening and speaking practice of
Japanese used in daily life.

Schedule

This course will cover the following topics. (Odd-numbered chapters of the textbook will be covered.)
Week 1: Orientation; My family and myself - Lesson 1: We live in Tokyo
Week 2: Seasons and weather - Lesson 3: It’s spring now in Japan
Week 3: My town - Lesson 5: This park is big and beautiful
Week 4: Going out - Lesson 7: Is ten o’clock OK?
Week 5: Languages and culture of other countries - Lesson 9: Japanese is easy
to pronounce
Week 6: Eating outdoors - Lesson 11: What are you going to take to the picnic?
Week 7: Business trips - Lesson 13: I have met Mr. Tanaka before
Week 8: Staying healthy - Lesson 15: How about doing some exercise?
Week 9: Celebrations - Lesson 17: I got this for my birthday
Week 10: Final exam

Prerequisites

Students should have Japanese ability of at least J1.

Grading policy

Class participation 20%, Assignments (homework) etc. 30%, Final exam 50%

Study outside of class

・MARUGOTO Plus Japanese Learning

(http://a2.marugotoweb.jp/en/)
・JF Japanese e-learning: Marugoto A2-1, A2-2 〔Katsudoo & Rikai〕 Self-Study

Course
(https://minatojf.jp/)
Textbook(s)

Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary1 A2 ”Katsudoo”, Japan
Foundation (2014)

Reference book(s)

Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary1 A2 ”Rikai”, Japan
Foundation (2014)

Student
ments

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Elementary 1 (activities) 1, Elementary 1 (explanation) 1, Elementary 1 (activities) 2, Elementary
1 (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 初級 1 かつどう 2-1B

科目番号

XJ02172

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 木 1

担当教員

陳 一吟

授業概要

身近で日常の事柄についての情報交換ができるようになる。

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

日常的なテーマを巡って自分のことや相手のことについて聞いたり話したりして、コ

テーマ

ミュニケーションができる。
日常でよく使われる日本語をたくさん聞き、話す練習を中心に行う。

授業の概要・計画

授業内容は、以下である。(教科書の偶数課を使う)
第 1 回 オリエンテーション
かぞくと私 ー 第 2 課 しゅみは クラシックを聞くことです
第 2 回 きせつとてんき ー 第 4 課 いい てんきですね
第 3 回 わたしのまち ー 第 6 課まっすぐ 行ってください
第 4 回 でかけ ー 第 8 課 もう やけいを 見に いきましたか
第 5 回 がいこくごとがいこくぶんか ー 第 10 課 いつか 日本に行きたいです
第 6 回 そとでたべる ー 第 12 課 おいしそうですね
第 7 回 しゅっちょう ー 第 14 課 これ、つかってもいいですか
第 8 回 けんこう ー 第 16 課 はしったり、およいだり しています
第 9 回 おいわい ー 第 18 課 パーティがいいと おもいます
第 10 回 期末テスト

履修条件

J1 レベル以上の日本語力があること

成績評価方法

授業内での参加度 20%、課題 (宿題) など 30%、期末テスト 50%

授業外における学習方

・MARUGOTO Plus Japanese Learning

法

(http://a2.marugotoweb.jp/en/)
・JF Japanese elearning:Marugoto A2-1, A2-2 〔Katsudoo & Rikai〕Self-Study

Course
(https://minatojf.jp/)
教科書

独立行政法人 国際交流基金 (2014)『まるごと 日本のことばと文化』初級 1 A2 かつ
どう

1. Marugoto: Japanese language and culture Elementary1 A2 ”Katsudoo”
参考書

独立行政法人 国際交流基金 (2014)『まるごと 日本のことばと文化』初級 1 A2 り
かい

1. Marugoto: Japanese language and culture Elementary1 A2 ”Rikai”
受講生に望むこと

補講日本語 「初級 1 かつどう 1」、「初級 1 りかい 1」、「初級 1 かつどう 2」、「初級 1
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

Course

Japanese 2 Elementary 1 (activities) 2-1B

Course No.

XJ02172

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Thu1

Instructor

Yiyin Chen

Course Overview

Students will be able to exchange information about familiar, everyday topics.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to talk about themselves and ask their conversation partner
about things pertaining to everyday topics. This course will focus on listening
and speaking practice of Japanese used in daily life.

Schedule

”This course will cover the following topics. (Even-numbered chapters of the
textbook will be covered.)
Week 1: Orientation; My family and myself - Lesson 2: My hobby is listening to
classical music
Week 2: Seasons and weather - Lesson 4: It’s a nice day, isn’t it?
Week 3: My town - Lesson 6: Please go straight
Week 4: Going out - Lesson 8: Have you been to see the night view yet?
Week 5: Languages and culture of other countries - Lesson 10: I’d like to go to
Japan some day
Week 6: Eating outdoors - Lesson 12: It looks delicious
Week 7: Business trips - Lesson 14: May I use this?
Week 8: Staying healthy - Lesson 16: I go running and swimming
Week 9: Celebrations - Lesson 18: I think a party is a good idea
Week 10: Final exam”

Prerequisites

Students should have Japanese ability of at least J1.

Grading policy

Class participation 20%, Assignments (homework) etc. 30%, Final exam 50%

Study outside of class

”・MARUGOTO Plus Japanese Learning
(http://a2.marugotoweb.jp/en/)
・JF Japanese elearning: Marugoto A2-1, A2-2 〔Katsudoo & Rikai〕 Self-Study

Course
(https://minatojf.jp/)”
Textbook(s)
Reference book(s)

Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary1 A2 ”Rikai”, Japan
Foundation (2014)

Student
ments

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Elementary 1 (activities) 1, Elementary 1 (explanation) 1, Elementary 1 (activities) 2, Elementary
1 (explanation) 2.

Others

授業科目名

補講日本語 初級 1 かつどう 2-2B

科目番号

XJ02182

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 木 2

担当教員

陳 一吟

授業概要

身近で日常の事柄についての情報交換ができるようになる。

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

日常的なテーマを巡って自分のことや相手のことについて聞いたり話したりして、コ

テーマ

ミュニケーションができる。
日常でよく使われる日本語をたくさん聞き、話す練習を中心に行う。

授業の概要・計画

授業内容は、以下である。(教科書の偶数課を使う)
第 1 回 オリエンテーション
かぞくと私 ー 第 2 課 しゅみは クラシックを聞くことです
第 2 回 きせつとてんき ー 第 4 課 いい てんきですね
第 3 回 わたしのまち ー 第 6 課まっすぐ 行ってください
第 4 回 でかけ ー 第 8 課 もう やけいを 見に いきましたか
第 5 回 がいこくごとがいこくぶんか ー 第 10 課 いつか 日本に行きたいです
第 6 回 そとでたべる ー 第 12 課 おいしそうですね
第 7 回 しゅっちょう ー 第 14 課 これ、つかってもいいですか
第 8 回 けんこう ー 第 16 課 はしったり、およいだり しています
第 9 回 おいわい ー 第 18 課 パーティがいいと おもいます
第 10 回 期末テスト

履修条件

J1 レベル以上の日本語力があること

成績評価方法

授業内での参加度 20%、課題 (宿題) など 30%、期末テスト 50%

授業外における学習方

・MARUGOTO Plus Japanese Learning

法

(http://a2.marugotoweb.jp/en/)
・JF Japanese elearning:Marugoto A2-1, A2-2 〔Katsudoo & Rikai〕Self-Study

Course
(https://minatojf.jp/)
教科書

独立行政法人 国際交流基金 (2014)『まるごと 日本のことばと文化』初級 1 A2 かつ
どう

1. Marugoto: Japanese language and culture Elementary1 A2 ”Katsudoo”
参考書

独立行政法人 国際交流基金 (2014)『まるごと 日本のことばと文化』初級 1 A2 り
かい

1. Marugoto: Japanese language and culture Elementary1 A2 ”Rikai”
受講生に望むこと

補講日本語 「初級 1 かつどう 1」、「初級 1 りかい 1」、「初級 1 かつどう 2」、「初級 1
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

Course

Japanese 2 Elementary 1 (activities) 2-2B

Course No.

XJ02182

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Thu2

Instructor

Yiyin Chen

Course Overview

Students will be able to exchange information about familiar, everyday topics.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to talk about themselves and ask their conversation partner
about things pertaining to everyday topics. This course will focus on listening
and speaking practice of Japanese used in daily life.

Schedule

”This course will cover the following topics. (Even-numbered chapters of the
textbook will be covered.)
Week 1: Orientation; My family and myself - Lesson 2: My hobby is listening to
classical music
Week 2: Seasons and weather - Lesson 4: It’s a nice day, isn’t it?
Week 3: My town - Lesson 6: Please go straight
Week 4: Going out - Lesson 8: Have you been to see the night view yet?
Week 5: Languages and culture of other countries - Lesson 10: I’d like to go to
Japan some day
Week 6: Eating outdoors - Lesson 12: It looks delicious
Week 7: Business trips - Lesson 14: May I use this?
Week 8: Staying healthy - Lesson 16: I go running and swimming
Week 9: Celebrations - Lesson 18: I think a party is a good idea
Week 10: Final exam”

Prerequisites

Students should have Japanese ability of at least J1.

Grading policy

Class participation 20%, Assignments (homework) etc. 30%, Final exam 50%

Study outside of class

”・MARUGOTO Plus Japanese Learning
(http://a2.marugotoweb.jp/en/)
・JF Japanese elearning: Marugoto A2-1, A2-2 〔Katsudoo & Rikai〕 Self-Study

Course
(https://minatojf.jp/)”
Textbook(s)

Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary1 A2 ”Katsudoo”, Japan
Foundation (2014)

Reference book(s)

Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary1 A2 ”Rikai”, Japan
Foundation (2014)

Student
ments

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Elementary 1 (activities) 1, Elementary 1 (explanation) 1, Elementary 1 (activities) 2, Elementary
1 (explanation) 2.

Others

授業科目名

補講日本語 初級 1 りかい 1-1A

科目番号

XJ02212

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 水 1

担当教員

段 麗君

授業概要

個人的なこと、家族のこと、身の回りのことなど、自分に直接関係することについて
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

簡単で日常的な範囲なら身近な日常の事柄について情報交換に応ずることが出来る。

テーマ
授業の概要・計画

教科書の奇数課を使用する。内容は以下である。
第 1 回 オリエンテーション&東京に住んでいます (第 1 課)
第 2 回 日本は今、春です (第 3 課)
第 3 回 この公園は広くて、きれいです (第 5 課)
第 4 回 10 時でもいいですか (第 7 課)
第 5 回 日本語は発音が簡単です (第 9 課)
第 6 回 何を持って行きますか (第 11 課)
第 7 回 田中さんに会ったことがありますか (第 13 課)
第 8 回 体操するといいですよ (第 15 課)
第 9 回 誕生日にもらったんです (第 17 課)
第 10 回 テスト

履修条件

J1 レベル以上の日本語力があること

成績評価方法

授業内での参加度 10%、課題 (宿題)30%、期末テスト 60%

授業外における学習方

・MARUGOTO Plus Japanese Learning

法

(http://a2.marugotoweb.jp/)

教科書

「まるごと 日本のことばと文化」 初級 1 A2 りかい (奇数課)

参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「初級 1 かつどう 1」、「初級 1 りかい 1」、「初級 1 かつどう 2」、「初級 1
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

Course

Japanese 2 Elementary 1 (explanation) 1-1A

Course No.

XJ02212

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Wed1

Instructor

Lijun Duan

Course Overview

This course will cover the language knowledge (writing system, vocabulary, grammar, sentence patterns, etc.) necessary for students to communicate about themselves, their families, things happening around them, and other things directly
related to themselves.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to exchange information about familiar, everyday topics,
provided that they are relatively simple.

Schedule

This course will cover the odd-numbered chapters of the textbook, as follows.
Week 1: Orientation; We live in Tokyo (L1)
Week 2: It’s spring now in Japan (L3)
Week 3: This park is big and beautiful (L5)
Week 4: Is ten o’clock OK? (L7)
Week 5: Japanese is easy to pronounce (L9)
Week 6: What are you going to take to the picnic? (L11)
Week 7: I have met Mr. Tanaka before (L13)
Week 8: How about doing some exercise? (L15)
Week 9: I got this for my birthday (L17)
Week 10: Final exam

Prerequisites

Students should have Japanese ability of at least J1.

Grading policy

Class participation 10%, Assignments (homework) 30%, Final exam 60%

Study outside of class

・MARUGOTO Plus Japanese Learning

(http://a2.marugotoweb.jp/)
Textbook(s)

Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary1 A2 ”Rikai” (Oddnumbered chapters)

Reference book(s)
Student
ments

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Elementary 1 (activities) 1, Elementary 1 (explanation) 1, Elementary 1 (activities) 2, Elementary
1 (explanation) 2.

Others

授業科目名

補講日本語 初級 1 りかい 1-2A

科目番号

XJ02222

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 水 2

担当教員

段 麗君

授業概要

個人的なこと、家族のこと、身の回りのことなど、自分に直接関係することについて
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

簡単で日常的な範囲なら身近な日常の事柄について情報交換に応ずることが出来る。

テーマ
授業の概要・計画

教科書の奇数課を使用する。内容は以下である。
第 1 回 オリエンテーション&東京に住んでいます (第 1 課)
第 2 回 日本は今、春です (第 3 課)
第 3 回 この公園は広くて、きれいです (第 5 課)
第 4 回 10 時でもいいですか (第 7 課)
第 5 回 日本語は発音が簡単です (第 9 課)
第 6 回 何を持って行きますか (第 11 課)
第 7 回 田中さんに会ったことがありますか (第 13 課)
第 8 回 体操するといいですよ (第 15 課)
第 9 回 誕生日にもらったんです (第 17 課)
第 10 回 テスト

履修条件

J1 レベル以上の日本語力があること

成績評価方法

授業内での参加度 10%、課題 (宿題)30%、期末テスト 60%

授業外における学習方

・MARUGOTO Plus Japanese Learning

法

(http://a2.marugotoweb.jp/)

教科書

「まるごと 日本のことばと文化」 初級 1 A2 りかい (奇数課)

参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「初級 1 かつどう 1」、「初級 1 りかい 1」、「初級 1 かつどう 2」、「初級 1
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

Course

Japanese 2 Elementary 1 (explanation) 1-2A

Course No.

XJ02222

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Wed2

Instructor

Lijun Duan

Course Overview

This course will cover the language knowledge (writing system, vocabulary, grammar, sentence patterns, etc.) necessary for students to communicate about themselves, their families, things happening around them, and other things directly
related to themselves.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to exchange information about familiar, everyday topics,
provided that they are relatively simple.

Schedule

This course will cover the odd-numbered chapters of the textbook, as follows.
Week 1: Orientation; We live in Tokyo (L1)
Week 2: It’s spring now in Japan (L3)
Week 3: This park is big and beautiful (L5)
Week 4: Is ten o’clock OK? (L7)
Week 5: Japanese is easy to pronounce (L9)
Week 6: What are you going to take to the picnic? (L11)
Week 7: I have met Mr. Tanaka before (L13)
Week 8: How about doing some exercise? (L15)
Week 9: I got this for my birthday (L17)
Week 10: Final exam

Prerequisites

Students should have Japanese ability of at least J1.

Grading policy

Class participation 10%, Assignments (homework) 30%, Final exam 60%

Study outside of class

・MARUGOTO Plus Japanese Learning

(http://a2.marugotoweb.jp/)
Textbook(s)

Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary1 A2 ”Rikai” (Oddnumbered chapters)

Reference book(s)
Student
ments

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Elementary 1 (activities) 1, Elementary 1 (explanation) 1, Elementary 1 (activities) 2, Elementary
1 (explanation) 2.

Others

授業科目名

補講日本語 初級 1 りかい 2-1A

科目番号

XJ02232

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 金 1

担当教員

近藤 幸子

授業概要

個人的なこと、家族のこと、身の回りのことなど、自分に直接関係することについて
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

個人的なこと、家族のこと、身の回りのことなど、自分に直接関係することについて

テーマ

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) 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
趣味について理解できる (第 2 課)
第 2 回天気について理解できる (第 4 課)
第 3 回位置や建物の様子について理解できる (第 6 課)
第 4 回出かけたときにすることについて理解できる (第 8 課)
第 5 回文化的な活動について理解できる (第 10 課)
第 6 回食べ物の味や材料について理解できる (第 12 課)
第 7 回オフィスにあるものや人とのやりとりについて理解できる (第 14 課)
第 8 回健康のための活動について理解できる (第 16 課)
第 9 回気持ちを表わす言い方について理解できる (第 18 課)
第 10 回期末テスト

履修条件

J1 レベル以上の日本語力があること

成績評価方法

授業内での参加度 10%、課題 (宿題) 30%、期末テスト 60%

授業外における学習方

・MARUGOTO Plus 初級 1 A2

法

(http://a2.marugotoweb.jp/ja/)
・JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-1,A2-2 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 初級 1 A2 りかい』
参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「初級 1 かつどう 1」、「初級 1 りかい 1」、「初級 1 かつどう 2」、「初級 1
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 2 Elementary 1 (explanation) 2-1A

Course No.

XJ02232

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Fri1

Instructor

Yukiko Kondo

Course Overview

This course will cover the language knowledge (writing system, vocabulary, grammar, sentence patterns, etc.) necessary for students to communicate about themselves, their families, things happening around them, and other things directly
related to themselves.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will learn the language knowledge (writing system, vocabulary, grammar, sentence patterns, etc.) necessary for students to communicate about themselves, their families, things happening around them, and other things directly
related to themselves.

Schedule

This course will cover the following topics. Corresponding textbook chapters are
shown in parentheses.
1.Orientation; Hobbies (L2)
2.Weather (L4)
3.Locations and describing buildings(L6)
4.Things to do when you go out (L8)
5.Cultural activities (L10)
6.Taste of food and cooking ingredients (L12)
7.Oﬃce paraphernalia and conversation among employees (L14)
8.Exercises to stay healthy (L16)
9.Expressing feelings (L18)
10.Final exam

Prerequisites

Students should have Japanese ability of at least J1.

Grading policy

Class participation 10%, Assignments (homework) 30%, Final exam 60%

Study outside of class

・MARUGOTO Plus Elementary1 A2

(http://a2.marugotoweb.jp/ja/)
・JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-1,A2-2 course

(https://minato-jf.jp/)
Textbook(s)

This course will cover 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 初級 1 A2 りかい』

Reference book(s)
Student
ments

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Elementary 1 (activities) 1, Elementary 1 (explanation) 1, Elementary 1 (activities) 2, Elementary
1 (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 初級 1 りかい 2-2A

科目番号

XJ02242

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 金 2

担当教員

近藤 幸子

授業概要

個人的なこと、家族のこと、身の回りのことなど、自分に直接関係することについて
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

個人的なこと、家族のこと、身の回りのことなど、自分に直接関係することについて

テーマ

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) 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
趣味について理解できる (第 2 課)
第 2 回天気について理解できる (第 4 課)
第 3 回位置や建物の様子について理解できる (第 6 課)
第 4 回出かけたときにすることについて理解できる (第 8 課)
第 5 回文化的な活動について理解できる (第 10 課)
第 6 回食べ物の味や材料について理解できる (第 12 課)
第 7 回オフィスにあるものや人とのやりとりについて理解できる (第 14 課)
第 8 回健康のための活動について理解できる (第 16 課)
第 9 回気持ちを表わす言い方について理解できる (第 18 課)
第 10 回期末テスト

履修条件

J1 レベル以上の日本語力があること

成績評価方法

授業内での参加度 10%、課題 (宿題) 30%、期末テスト 60%

授業外における学習方

・MARUGOTO Plus 初級 1 A2

法

(http://a2.marugotoweb.jp/ja/)
・JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-1,A2-2 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 初級 1 A2 りかい』
参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「初級 1 かつどう 1」、「初級 1 りかい 1」、「初級 1 かつどう 2」、「初級 1
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 2 Elementary 1 (explanation) 2-2A

Course No.

XJ02242

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Fri2

Instructor

Yukiko Kondo

Course Overview

This course will cover the language knowledge (writing system, vocabulary, grammar, sentence patterns, etc.) necessary for students to communicate about themselves, their families, things happening around them, and other things directly
related to themselves.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will learn the language knowledge (writing system, vocabulary, grammar, sentence patterns, etc.) necessary for students to communicate about themselves, their families, things happening around them, and other things directly
related to themselves.

Schedule

This course will cover the following topics. Corresponding textbook chapters are
shown in parentheses.
1.Orientation; Hobbies (L2)
2.Weather (L4)
3.Locations and describing buildings(L6)
4.Things to do when you go out (L8)
5.Cultural activities (L10)
6.Taste of food and cooking ingredients (L12)
7.Oﬃce paraphernalia and conversation among employees (L14)
8.Exercises to stay healthy (L16)
9.Expressing feelings (L18)
10.Final exam

Prerequisites

Students should have Japanese ability of at least J1.

Grading policy

Class participation 10%, Assignments (homework) 30%, Final exam 60%

Study outside of class

・MARUGOTO Plus Elementary1 A2

(http://a2.marugotoweb.jp/ja/)
・JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-1,A2-2 course

(https://minato-jf.jp/)
Textbook(s)

This course will cover 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 初級 1 A2 りかい』

Reference book(s)
Student
ments

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Elementary 1 (activities) 1, Elementary 1 (explanation) 1, Elementary 1 (activities) 2, Elementary
1 (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 初級 1 りかい 1-1B

科目番号

XJ02252

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 水 1

担当教員

段 麗君

授業概要

個人的なこと、家族のこと、身の回りのことなど、自分に直接関係することについて
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

簡単で日常的な範囲なら身近な日常の事柄について情報交換に応ずることが出来る。

テーマ
授業の概要・計画

教科書の奇数課を使用する。内容は以下である。
第 1 回 オリエンテーション&東京に住んでいます (第 1 課)
第 2 回 日本は今、春です (第 3 課)
第 3 回 この公園は広くて、きれいです (第 5 課)
第 4 回 10 時でもいいですか (第 7 課)
第 5 回 日本語は発音が簡単です (第 9 課)
第 6 回 何を持って行きますか (第 11 課)
第 7 回 田中さんに会ったことがありますか (第 13 課)
第 8 回 体操するといいですよ (第 15 課)
第 9 回 誕生日にもらったんです (第 17 課)
第 10 回 テスト

履修条件

J1 レベル以上の日本語力があること

成績評価方法

授業内での参加度 10%、課題 (宿題)30%、期末テスト 60%

授業外における学習方

・MARUGOTO Plus Japanese Learning

法

(http://a2.marugotoweb.jp/)

教科書

「まるごと 日本のことばと文化」 初級 1 A2 りかい (奇数課)

参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「初級 1 かつどう 1」、「初級 1 りかい 1」、「初級 1 かつどう 2」、「初級 1
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

Course

Japanese 2 Elementary 1 (explanation) 1-1B

Course No.

XJ02252

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Wed1

Instructor

Lijun Duan

Course Overview

This course will cover the language knowledge (writing system, vocabulary, grammar, sentence patterns, etc.) necessary for students to communicate about themselves, their families, things happening around them, and other things directly
related to themselves.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to exchange information about familiar, everyday topics,
provided that they are relatively simple.

Schedule

This course will cover the odd-numbered chapters of the textbook, as follows.
Week 1: Orientation; We live in Tokyo (L1)
Week 2: It’s spring now in Japan (L3)
Week 3: This park is big and beautiful (L5)
Week 4: Is ten o’clock OK? (L7)
Week 5: Japanese is easy to pronounce (L9)
Week 6: What are you going to take to the picnic? (L11)
Week 7: I have met Mr. Tanaka before (L13)
Week 8: How about doing some exercise? (L15)
Week 9: I got this for my birthday (L17)
Week 10: Final exam

Prerequisites

Students should have Japanese ability of at least J1.

Grading policy

Class participation 10%, Assignments (homework) 30%, Final exam 60%

Study outside of class

・MARUGOTO Plus Japanese Learning

(http://a2.marugotoweb.jp/)
Textbook(s)

Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary1 A2 ”Rikai” (Oddnumbered chapters)

Reference book(s)
Student
ments

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Elementary 1 (activities) 1, Elementary 1 (explanation) 1, Elementary 1 (activities) 2, Elementary
1 (explanation) 2.

Others

授業科目名

補講日本語 初級 1 りかい 1-2B

科目番号

XJ02262

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 水 2

担当教員

段 麗君

授業概要

個人的なこと、家族のこと、身の回りのことなど、自分に直接関係することについて
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

簡単で日常的な範囲なら身近な日常の事柄について情報交換に応ずることが出来る。

テーマ
授業の概要・計画

教科書の奇数課を使用する。内容は以下である。
第 1 回 オリエンテーション&東京に住んでいます (第 1 課)
第 2 回 日本は今、春です (第 3 課)
第 3 回 この公園は広くて、きれいです (第 5 課)
第 4 回 10 時でもいいですか (第 7 課)
第 5 回 日本語は発音が簡単です (第 9 課)
第 6 回 何を持って行きますか (第 11 課)
第 7 回 田中さんに会ったことがありますか (第 13 課)
第 8 回 体操するといいですよ (第 15 課)
第 9 回 誕生日にもらったんです (第 17 課)
第 10 回 テスト

履修条件

J1 レベル以上の日本語力があること

成績評価方法

授業内での参加度 10%、課題 (宿題)30%、期末テスト 60%

授業外における学習方

・MARUGOTO Plus Japanese Learning

法

(http://a2.marugotoweb.jp/)

教科書

「まるごと 日本のことばと文化」 初級 1 A2 りかい (奇数課)

参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「初級 1 かつどう 1」、「初級 1 りかい 1」、「初級 1 かつどう 2」、「初級 1
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

Course

Japanese 2 Elementary 1 (explanation) 1-2B

Course No.

XJ02262

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Wed2

Instructor

Lijun Duan

Course Overview

This course will cover the language knowledge (writing system, vocabulary, grammar, sentence patterns, etc.) necessary for students to communicate about themselves, their families, things happening around them, and other things directly
related to themselves.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to exchange information about familiar, everyday topics,
provided that they are relatively simple.

Schedule

This course will cover the odd-numbered chapters of the textbook, as follows.
Week 1: Orientation; We live in Tokyo (L1)
Week 2: It’s spring now in Japan (L3)
Week 3: This park is big and beautiful (L5)
Week 4: Is ten o’clock OK? (L7)
Week 5: Japanese is easy to pronounce (L9)
Week 6: What are you going to take to the picnic? (L11)
Week 7: I have met Mr. Tanaka before (L13)
Week 8: How about doing some exercise? (L15)
Week 9: I got this for my birthday (L17)
Week 10: Final exam

Prerequisites

Students should have Japanese ability of at least J1.

Grading policy

Class participation 10%, Assignments (homework) 30%, Final exam 60%

Study outside of class

・MARUGOTO Plus Japanese Learning

(http://a2.marugotoweb.jp/)
Textbook(s)

Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary1 A2 ”Rikai” (Oddnumbered chapters)

Reference book(s)
Student
ments

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Elementary 1 (activities) 1, Elementary 1 (explanation) 1, Elementary 1 (activities) 2, Elementary
1 (explanation) 2.

Others

授業科目名

補講日本語 初級 1 りかい 2-1B

科目番号

XJ02272

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 金 1

担当教員

近藤 幸子

授業概要

個人的なこと、家族のこと、身の回りのことなど、自分に直接関係することについて
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

個人的なこと、家族のこと、身の回りのことなど、自分に直接関係することについて

テーマ

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) 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
趣味について理解できる (第 2 課)
第 2 回天気について理解できる (第 4 課)
第 3 回位置や建物の様子について理解できる (第 6 課)
第 4 回出かけたときにすることについて理解できる (第 8 課)
第 5 回文化的な活動について理解できる (第 10 課)
第 6 回食べ物の味や材料について理解できる (第 12 課)
第 7 回オフィスにあるものや人とのやりとりについて理解できる (第 14 課)
第 8 回健康のための活動について理解できる (第 16 課)
第 9 回気持ちを表わす言い方について理解できる (第 18 課)
第 10 回期末テスト

履修条件

J1 レベル以上の日本語力があること

成績評価方法

授業内での参加度 10%、課題 (宿題) 30%、期末テスト 60%

授業外における学習方

・MARUGOTO Plus 初級 1 A2

法

(http://a2.marugotoweb.jp/ja/)
・JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-1,A2-2 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 初級 1 A2 りかい』
参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「初級 1 かつどう 1」、「初級 1 りかい 1」、「初級 1 かつどう 2」、「初級 1
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 2 Elementary 1 (explanation) 2-1B

Course No.

XJ02272

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Fri1

Instructor

Yukiko Kondo

Course Overview

This course will cover the language knowledge (writing system, vocabulary, grammar, sentence patterns, etc.) necessary for students to communicate about themselves, their families, things happening around them, and other things directly
related to themselves.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will learn the language knowledge (writing system, vocabulary, grammar, sentence patterns, etc.) necessary for students to communicate about themselves, their families, things happening around them, and other things directly
related to themselves.

Schedule

This course will cover the following topics. Corresponding textbook chapters are
shown in parentheses.
1.Orientation; Hobbies (L2)
2.Weather (L4)
3.Locations and describing buildings(L6)
4.Things to do when you go out (L8)
5.Cultural activities (L10)
6.Taste of food and cooking ingredients (L12)
7.Oﬃce paraphernalia and conversation among employees (L14)
8.Exercises to stay healthy (L16)
9.Expressing feelings (L18)
10.Final exam

Prerequisites

Students should have Japanese ability of at least J1.

Grading policy

Class participation 10%, Assignments (homework) 30%, Final exam 60%

Study outside of class

・MARUGOTO Plus Elementary1 A2

(http://a2.marugotoweb.jp/ja/)
・JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-1,A2-2 course

(https://minato-jf.jp/)
Textbook(s)

This course will cover 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 初級 1 A2 りかい』

Reference book(s)
Student
ments

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Elementary 1 (activities) 1, Elementary 1 (explanation) 1, Elementary 1 (activities) 2, Elementary
1 (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 初級 1 りかい 2-2B

科目番号

XJ02282

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 金 2

担当教員

近藤 幸子

授業概要

個人的なこと、家族のこと、身の回りのことなど、自分に直接関係することについて
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

個人的なこと、家族のこと、身の回りのことなど、自分に直接関係することについて

テーマ

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) 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
趣味について理解できる (第 2 課)
第 2 回天気について理解できる (第 4 課)
第 3 回位置や建物の様子について理解できる (第 6 課)
第 4 回出かけたときにすることについて理解できる (第 8 課)
第 5 回文化的な活動について理解できる (第 10 課)
第 6 回食べ物の味や材料について理解できる (第 12 課)
第 7 回オフィスにあるものや人とのやりとりについて理解できる (第 14 課)
第 8 回健康のための活動について理解できる (第 16 課)
第 9 回気持ちを表わす言い方について理解できる (第 18 課)
第 10 回期末テスト

履修条件

J1 レベル以上の日本語力があること

成績評価方法

授業内での参加度 10%、課題 (宿題) 30%、期末テスト 60%

授業外における学習方

・MARUGOTO Plus 初級 1 A2

法

(http://a2.marugotoweb.jp/ja/)
・JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-1,A2-2 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 初級 1 A2 りかい』
参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「初級 1 かつどう 1」、「初級 1 りかい 1」、「初級 1 かつどう 2」、「初級 1
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 2 Elementary 1 (explanation) 2-2B

Course No.

XJ02282

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Fri2

Instructor

Yukiko Kondo

Course Overview

This course will cover the language knowledge (writing system, vocabulary, grammar, sentence patterns, etc.) necessary for students to communicate about themselves, their families, things happening around them, and other things directly
related to themselves.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will learn the language knowledge (writing system, vocabulary, grammar, sentence patterns, etc.) necessary for students to communicate about themselves, their families, things happening around them, and other things directly
related to themselves.

Schedule

This course will cover the following topics. Corresponding textbook chapters are
shown in parentheses.
1.Orientation; Hobbies (L2)
2.Weather (L4)
3.Locations and describing buildings(L6)
4.Things to do when you go out (L8)
5.Cultural activities (L10)
6.Taste of food and cooking ingredients (L12)
7.Oﬃce paraphernalia and conversation among employees (L14)
8.Exercises to stay healthy (L16)
9.Expressing feelings (L18)
10.Final exam

Prerequisites

Students should have Japanese ability of at least J1.

Grading policy

Class participation 10%, Assignments (homework) 30%, Final exam 60%

Study outside of class

・MARUGOTO Plus Elementary1 A2

(http://a2.marugotoweb.jp/ja/)
・JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-1,A2-2 course

(https://minato-jf.jp/)
Textbook(s)

This course will cover 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 初級 1 A2 りかい』

Reference book(s)
Student
ments

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Elementary 1 (activities) 1, Elementary 1 (explanation) 1, Elementary 1 (activities) 2, Elementary
1 (explanation) 2.

Others

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

