授業科目名

補講日本語 初級 2 かつどう 1-1A

科目番号

XJ03112

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 火 1

担当教員

伊藤 秀明

授業概要

簡単で日常的な範囲、及び身近な文化に関する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

個人的な情報や買い物、旅行など身近で日常の事柄について情報交換ができる

テーマ
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
自分について趣味など少し詳しく話すことができる (第 1 課)
第 2 回レストランで注文したり、食べられないものについて話すことができる (第 3
課)
第 3 回自分の経験した旅行について話すことができる (第 5 課)
第 4 回簡単なミーティングで質問することができる (第 7 課)
第 5 回休みをどう過ごすかについて話すことができる (第 9 課)
第 6 回買いたい物について相談することができる (第 11 課)
第 7 回有名な場所について簡単に説明することができる (第 13 課)
第 8 回自分のしているエコ活動について話すことができる (第 15 課)
第 9 回有名な人について簡単に紹介することができる (第 17 課)
第 10 回期末プレゼンテーション

履修条件

CEFR の A1 レベルの日本語能力があること。A2 レベルも少しできることが望ま
しい。

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=0900001680459f97 (p.24)
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 初級 2 A2

法

http://a2-2.marugotoweb.jp/en/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-3 と A2-4 の course
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』初級 2 A2 かつどう
参考書
受講生に望むこと

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

Course No.

XJ03112

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Tue1

Instructor

Hideaki Ito

Course Overview

Students will be able to exchange information about simple, everyday things, as
well as about familiar cultural topics.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to exchange information about familiar, everyday topics
such as personal information, shopping, and travel.

Schedule

This course will cover the following topics. Corresponding textbook chapters are
shown in parentheses.
1.Orientation; Talk about yourself including details such as hobbies (L1)
2.Order at a restaurant and say what you cannot eat (L3)
3.Talk about a trip you have been on (L5)
4.Ask questions at a simple meeting (L7)
5.Talk about how you spend your holidays (L9)
6.Discuss a purchase you want to make (L11)
7.Talk briefly about a famous place (L13)
8.Talk about eco-friendly activities you engage in (L15)
9.Talk briefly about a famous person (L17)
10.Final presentation

Prerequisites

Students should have Japanese ability of CEFR A1; close to level A2 is ideal.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=
(p.24)
Grading policy

Class participation 10%, Assignments (Homework) 30%, Final presentation 60%

Study outside of class

MARUGOTO Plus Elementary 2 A2
http://a2-2.marugotoweb.jp/en/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-3 & A2-4 courses
https://minato-jf.jp/

Textbook(s)

This course will cover the odd-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 2 A2 かつどう

Reference book(s)
Student
ments

require-

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

科目番号

XJ03122

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 火 2

担当教員

伊藤 秀明

授業概要

簡単で日常的な範囲、及び身近な文化に関する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

個人的な情報や買い物、旅行など身近で日常の事柄について情報交換ができる

テーマ
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
自分について趣味など少し詳しく話すことができる (第 1 課)
第 2 回レストランで注文したり、食べられないものについて話すことができる (第 3
課)
第 3 回自分の経験した旅行について話すことができる (第 5 課)
第 4 回簡単なミーティングで質問することができる (第 7 課)
第 5 回休みをどう過ごすかについて話すことができる (第 9 課)
第 6 回買いたい物について相談することができる (第 11 課)
第 7 回有名な場所について簡単に説明することができる (第 13 課)
第 8 回自分のしているエコ活動について話すことができる (第 15 課)
第 9 回有名な人について簡単に紹介することができる (第 17 課)
第 10 回期末プレゼンテーション

履修条件

CEFR の A1 レベルの日本語能力があること。A2 レベルも少しできることが望ま
しい。

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=0900001680459f97 (p.24)
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 初級 2 A2

法

http://a2-2.marugotoweb.jp/en/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-3 と A2-4 の course
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』初級 2 A2 かつどう
参考書
受講生に望むこと

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

Course No.

XJ03122

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Tue2

Instructor

Hideaki Ito

Course Overview

簡単で日常的な範囲、及び身近な文化に関する事柄についての情報交換ができるよう
になる。

Remarks

外国人留学生が受講できる。

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to exchange information about familiar, everyday topics
such as personal information, shopping, and travel.

Schedule

This course will cover the following topics. Corresponding textbook chapters are
shown in parentheses.
1.Orientation; Talk about yourself including details such as hobbies (L1)
2.Order at a restaurant and say what you cannot eat (L3)
3.Talk about a trip you have been on (L5)
4.Ask questions at a simple meeting (L7)
5.Talk about how you spend your holidays (L9)
6.Discuss a purchase you want to make (L11)
7.Talk briefly about a famous place (L13)
8.Talk about eco-friendly activities you engage in (L15)
9.Talk briefly about a famous person (L17)
10.Final presentation

Prerequisites

Students should have Japanese ability of CEFR A1; close to level A2 is ideal.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=
(p.24)
Grading policy

Class participation 10%, Assignments (Homework) 30%, Final presentation 60%

Study outside of class

MARUGOTO Plus Elementary 2 A2
http://a2-2.marugotoweb.jp/en/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-3 & A2-4 courses
https://minato-jf.jp/

Textbook(s)

This course will cover the odd-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 2 A2 かつどう

Reference book(s)
Student
ments

require-

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

科目番号

XJ03132

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 木 1

担当教員

米谷 章子

授業概要

簡単で日常的な範囲、及び身近な文化に関する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

簡単で日常的な範囲で、身近な日常の事柄について情報交換ができる。自分の背景や

テーマ

情報を簡単な言葉で説明できる。

授業の概要・計画

教科書の偶数課を扱います。奇数課は「かつどう 1」の授業で扱います。
第 1 回第 1 回:オリエンテーション、第 2 課 (人の服や外見的な特徴を言う)
第 2 回:第 4 課 (食事や料理の食べ方を話す)
第 3 回:第 6 課 (ツアー旅行について話し、感想を言う)
第 4 回:第 8 課 (イベントの時間や場所、状況について聞く)
第 5 回:第 10 課 (季節のイベントについて話す)
第 6 回:第 12 課 (お店で商品について話す)
第 7 回:第 14 課 (博物館で展示物やルールについて話す)
第 8 回:第 16 課 (エコ活動について話す)
第 9 回:第 18 課 (子どもの時の思い出を話す)
第 10 回:期末発表

履修条件

CEFR の A1 レベルの日本語能力があること。A2 レベルも少しできることが望ま
しい。

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=0900001680459f97 (p.24)
成績評価方法

授業内での参加度 10%、課題 (宿題) 30%、期末発表 60%

授業外における学習方

MARUGOTO Plus 初級 2 A2

法

http://marugotoweb.jp/
JF Japanese elearning: MARUGOTO A2-3 と A2-4 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』初級 2A2 かつどう
参考書
受講生に望むこと

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

Course No.

XJ03132

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Thu1

Instructor

Akiko Kometani

Course Overview

Students will be able to exchange information about simple, everyday things, as
well as about familiar cultural topics.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to exchange information about familiar, everyday topics.
They will be able to talk, using simple language, about their personal background
and other information.

Schedule

This course will cover the even-numbered chapters of the textbook. The oddnumbered chapters will be covered in Elementary 2 (activities) 1.
Week 1: Orientation; Lesson 2 (Give a description of someone’s clothes and
physical appearance)
Week 2: Lesson 4 (Talk about how to eat a particular food)
Week 3: Lesson 6 (Talk about a tour you went on and make comments)
Week 4: Lesson 8 (Ask about the time, venue, and situation of events)
Week 5: Lesson 10 (Talk about seasonal events)
Week 6: Lesson 12 (Talk about products at a store)
Week 7: Lesson 14 (Talk about exhibits and rules in a museum)
Week 8: Lesson 16 (Talk about eco-friendly activities)
Week 9: Lesson 18 (Talk about childhood memories)
Lesson 10: Final presentation
1.

Prerequisites

Students should have Japanese ability of CEFR A1; close to level A2 is ideal.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=
(p.24)
Grading policy

Class participation 10%, Assignments (Homework) 30%, Final presentation 60%

Study outside of class

MARUGOTO Plus Elementary 2 A2
http://a2-2.marugotoweb.jp/en/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-3 & A2-4 courses
https://minato-jf.jp/”

Textbook(s)

This course will cover the even-numbered chapters of the following textbook.
1. Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary2 A2 ””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』初級 2A2 かつどう

Reference book(s)
Student
ments

require-

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

科目番号

XJ03142

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 木 2

担当教員

米谷 章子

授業概要

簡単で日常的な範囲、及び身近な文化に関する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

簡単で日常的な範囲で、身近な日常の事柄について情報交換ができる。自分の背景や

テーマ

情報を簡単な言葉で説明できる。

授業の概要・計画

教科書の偶数課を扱います。奇数課は「かつどう 1」の授業で扱います。
第 1 回第 1 回:オリエンテーション、第 2 課 (人の服や外見的な特徴を言う)
第 2 回:第 4 課 (食事や料理の食べ方を話す)
第 3 回:第 6 課 (ツアー旅行について話し、感想を言う)
第 4 回:第 8 課 (イベントの時間や場所、状況について聞く)
第 5 回:第 10 課 (季節のイベントについて話す)
第 6 回:第 12 課 (お店で商品について話す)
第 7 回:第 14 課 (博物館で展示物やルールについて話す)
第 8 回:第 16 課 (エコ活動について話す)
第 9 回:第 18 課 (子どもの時の思い出を話す)
第 10 回:期末発表

履修条件

CEFR の A1 レベルの日本語能力があること。A2 レベルも少しできることが望ま
しい。

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=0900001680459f97 (p.24)
成績評価方法

授業内での参加度 10%、課題 (宿題) 30%、期末発表 60%

授業外における学習方

MARUGOTO Plus 初級 2 A2

法

http://marugotoweb.jp/
JF Japanese elearning: MARUGOTO A2-3 と A2-4 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』初級 2A2 かつどう
参考書
受講生に望むこと

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

Course No.

XJ03142

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Thu2

Instructor

Akiko Kometani

Course Overview

Students will be able to exchange information about simple, everyday things, as
well as about familiar cultural topics.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to exchange information about familiar, everyday topics.
They will be able to talk, using simple language, about their personal background
and other information.

Schedule

This course will cover the even-numbered chapters of the textbook. The oddnumbered chapters will be covered in Elementary 2 (activities) 1.
Week 1: Orientation; Lesson 2 (Give a description of someone’s clothes and
physical appearance)
Week 2: Lesson 4 (Talk about how to eat a particular food)
Week 3: Lesson 6 (Talk about a tour you went on and make comments)
Week 4: Lesson 8 (Ask about the time, venue, and situation of events)
Week 5: Lesson 10 (Talk about seasonal events)
Week 6: Lesson 12 (Talk about products at a store)
Week 7: Lesson 14 (Talk about exhibits and rules in a museum)
Week 8: Lesson 16 (Talk about eco-friendly activities)
Week 9: Lesson 18 (Talk about childhood memories)
Lesson 10: Final presentation
1.

Prerequisites

Students should have Japanese ability of CEFR A1; close to level A2 is ideal.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=
(p.24)
Grading policy

Class participation 10%, Assignments (Homework) 30%, Final presentation 60%

Study outside of class

”MARUGOTO Plus Elementary 2 A2
http://a2-2.marugotoweb.jp/en/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-3 & A2-4 courses
https://minato-jf.jp/”

Textbook(s)

This course will cover the even-numbered chapters of the following textbook.
1. Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary2 A2 ””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』初級 2A2 かつどう

Reference book(s)
Student
ments

require-

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

科目番号

XJ03152

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 火 1

担当教員

伊藤 秀明

授業概要

簡単で日常的な範囲、及び身近な文化に関する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

個人的な情報や買い物、旅行など身近で日常の事柄について情報交換ができる

テーマ
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
自分について趣味など少し詳しく話すことができる (第 1 課)
第 2 回レストランで注文したり、食べられないものについて話すことができる (第 3
課)
第 3 回自分の経験した旅行について話すことができる (第 5 課)
第 4 回簡単なミーティングで質問することができる (第 7 課)
第 5 回休みをどう過ごすかについて話すことができる (第 9 課)
第 6 回買いたい物について相談することができる (第 11 課)
第 7 回有名な場所について簡単に説明することができる (第 13 課)
第 8 回自分のしているエコ活動について話すことができる (第 15 課)
第 9 回有名な人について簡単に紹介することができる (第 17 課)
第 10 回期末プレゼンテーション

履修条件

CEFR の A1 レベルの日本語能力があること。A2 レベルも少しできることが望ま
しい。

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=0900001680459f97 (p.24)
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 初級 2 A2

法

http://a2-2.marugotoweb.jp/en/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-3 と A2-4 の course
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』初級 2 A2 かつどう
参考書
受講生に望むこと

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

Course No.

XJ03152

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Tue1

Instructor

Hideaki Ito

Course Overview

Students will be able to exchange information about simple, everyday things, as
well as about familiar cultural topics.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to exchange information about familiar, everyday topics
such as personal information, shopping, and travel.

Schedule

This course will cover the following topics. Corresponding textbook chapters are
shown in parentheses.
1.Orientation; Talk about yourself including details such as hobbies (L1)
2.Order at a restaurant and say what you cannot eat (L3)
3.Talk about a trip you have been on (L5)
4.Ask questions at a simple meeting (L7)
5.Talk about how you spend your holidays (L9)
6.Discuss a purchase you want to make (L11)
7.Talk briefly about a famous place (L13)
8.Talk about eco-friendly activities you engage in (L15)
9.Talk briefly about a famous person (L17)
10.Final presentation

Prerequisites

Students should have Japanese ability of CEFR A1; close to level A2 is ideal.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=
(p.24)
Grading policy

Class participation 10%, Assignments (Homework) 30%, Final presentation 60%

Study outside of class

MARUGOTO Plus Elementary 2 A2
http://a2-2.marugotoweb.jp/en/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-3 & A2-4 courses
https://minato-jf.jp/

Textbook(s)

This course will cover the odd-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 2 A2 かつどう

Reference book(s)
Student
ments

require-

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

科目番号

XJ03162

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 火 2

担当教員

伊藤 秀明

授業概要

簡単で日常的な範囲、及び身近な文化に関する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

個人的な情報や買い物、旅行など身近で日常の事柄について情報交換ができる

テーマ
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
自分について趣味など少し詳しく話すことができる (第 1 課)
第 2 回レストランで注文したり、食べられないものについて話すことができる (第 3
課)
第 3 回自分の経験した旅行について話すことができる (第 5 課)
第 4 回簡単なミーティングで質問することができる (第 7 課)
第 5 回休みをどう過ごすかについて話すことができる (第 9 課)
第 6 回買いたい物について相談することができる (第 11 課)
第 7 回有名な場所について簡単に説明することができる (第 13 課)
第 8 回自分のしているエコ活動について話すことができる (第 15 課)
第 9 回有名な人について簡単に紹介することができる (第 17 課)
第 10 回期末プレゼンテーション

履修条件

CEFR の A1 レベルの日本語能力があること。A2 レベルも少しできることが望ま
しい。

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=0900001680459f97 (p.24)
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 初級 2 A2

法

http://a2-2.marugotoweb.jp/en/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-3 と A2-4 の course
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』初級 2 A2 かつどう
参考書
受講生に望むこと

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

Course No.

XJ03162

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Tue2

Instructor

Hideaki Ito

Course Overview

Students will be able to exchange information about simple, everyday things, as
well as about familiar cultural topics.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to exchange information about familiar, everyday topics
such as personal information, shopping, and travel.

Schedule

This course will cover the following topics. Corresponding textbook chapters are
shown in parentheses.
1.Orientation; Talk about yourself including details such as hobbies (L1)
2.Order at a restaurant and say what you cannot eat (L3)
3.Talk about a trip you have been on (L5)
4.Ask questions at a simple meeting (L7)
5.Talk about how you spend your holidays (L9)
6.Discuss a purchase you want to make (L11)
7.Talk briefly about a famous place (L13)
8.Talk about eco-friendly activities you engage in (L15)
9.Talk briefly about a famous person (L17)
10.Final presentation

Prerequisites

Students should have Japanese ability of CEFR A1; close to level A2 is ideal.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=
(p.24)
Grading policy

Class participation 10%, Assignments (Homework) 30%, Final presentation 60%

Study outside of class

MARUGOTO Plus Elementary 2 A2
http://a2-2.marugotoweb.jp/en/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-3 & A2-4 courses
https://minato-jf.jp/

Textbook(s)

This course will cover the odd-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 2 A2 かつどう

Reference book(s)
Student
ments

require-

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

科目番号

XJ03172

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 木 1

担当教員

米谷 章子

授業概要

簡単で日常的な範囲、及び身近な文化に関する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

簡単で日常的な範囲で、身近な日常の事柄について情報交換ができる。自分の背景や

テーマ

情報を簡単な言葉で説明できる。

授業の概要・計画

教科書の偶数課を扱います。奇数課は「かつどう 1」の授業で扱います。
第 1 回第 1 回:オリエンテーション、第 2 課 (人の服や外見的な特徴を言う)
第 2 回:第 4 課 (食事や料理の食べ方を話す)
第 3 回:第 6 課 (ツアー旅行について話し、感想を言う)
第 4 回:第 8 課 (イベントの時間や場所、状況について聞く)
第 5 回:第 10 課 (季節のイベントについて話す)
第 6 回:第 12 課 (お店で商品について話す)
第 7 回:第 14 課 (博物館で展示物やルールについて話す)
第 8 回:第 16 課 (エコ活動について話す)
第 9 回:第 18 課 (子どもの時の思い出を話す)
第 10 回:期末発表

履修条件

CEFR の A1 レベルの日本語能力があること。A2 レベルも少しできることが望ま
しい。

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=0900001680459f97 (p.24)
成績評価方法

授業内での参加度 10%、課題 (宿題) 30%、期末発表 60%

授業外における学習方

MARUGOTO Plus 初級 2 A2

法

http://marugotoweb.jp/
JF Japanese elearning: MARUGOTO A2-3 と A2-4 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』初級 2A2 かつどう
参考書
受講生に望むこと

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

Course No.

XJ03172

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Thu1

Instructor

Akiko Kometani

Course Overview

Students will be able to exchange information about simple, everyday things, as
well as about familiar cultural topics.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to exchange information about familiar, everyday topics.
They will be able to talk, using simple language, about their personal background
and other information.

Schedule

This course will cover the even-numbered chapters of the textbook. The oddnumbered chapters will be covered in Elementary 2 (activities) 1.
Week 1: Orientation; Lesson 2 (Give a description of someone’s clothes and
physical appearance)
Week 2: Lesson 4 (Talk about how to eat a particular food)
Week 3: Lesson 6 (Talk about a tour you went on and make comments)
Week 4: Lesson 8 (Ask about the time, venue, and situation of events)
Week 5: Lesson 10 (Talk about seasonal events)
Week 6: Lesson 12 (Talk about products at a store)
Week 7: Lesson 14 (Talk about exhibits and rules in a museum)
Week 8: Lesson 16 (Talk about eco-friendly activities)
Week 9: Lesson 18 (Talk about childhood memories)
Lesson 10: Final presentation”
1.

Prerequisites

Students should have Japanese ability of CEFR A1; close to level A2 is ideal.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=
(p.24)
Grading policy

Class participation 10%, Assignments (Homework) 30%, Final presentation 60%

Study outside of class

”MARUGOTO Plus Elementary 2 A2
http://a2-2.marugotoweb.jp/en/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-3 & A2-4 courses
https://minato-jf.jp/”

Textbook(s)

This course will cover the even-numbered chapters of the following textbook.
1. Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary2 A2 ””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』初級 2A2 かつどう

Reference book(s)
Student
ments

require-

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

科目番号

XJ03182

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 木 2

担当教員

米谷 章子

授業概要

簡単で日常的な範囲、及び身近な文化に関する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

簡単で日常的な範囲で、身近な日常の事柄について情報交換ができる。自分の背景や

テーマ

情報を簡単な言葉で説明できる。

授業の概要・計画

教科書の偶数課を扱います。奇数課は「かつどう 1」の授業で扱います。
第 1 回第 1 回:オリエンテーション、第 2 課 (人の服や外見的な特徴を言う)
第 2 回:第 4 課 (食事や料理の食べ方を話す)
第 3 回:第 6 課 (ツアー旅行について話し、感想を言う)
第 4 回:第 8 課 (イベントの時間や場所、状況について聞く)
第 5 回:第 10 課 (季節のイベントについて話す)
第 6 回:第 12 課 (お店で商品について話す)
第 7 回:第 14 課 (博物館で展示物やルールについて話す)
第 8 回:第 16 課 (エコ活動について話す)
第 9 回:第 18 課 (子どもの時の思い出を話す)
第 10 回:期末発表

履修条件

CEFR の A1 レベルの日本語能力があること。A2 レベルも少しできることが望ま
しい。

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=0900001680459f97 (p.24)
成績評価方法

授業内での参加度 10%、課題 (宿題) 30%、期末発表 60%

授業外における学習方

MARUGOTO Plus 初級 2 A2

法

http://marugotoweb.jp/
JF Japanese elearning: MARUGOTO A2-3 と A2-4 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』初級 2A2 かつどう
参考書
受講生に望むこと

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

Course No.

XJ03182

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Thu2

Instructor

Akiko Kometani

Course Overview

Students will be able to exchange information about simple, everyday things, as
well as about familiar cultural topics.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will be able to exchange information about familiar, everyday topics.
They will be able to talk, using simple language, about their personal background
and other information.

Schedule

This course will cover the even-numbered chapters of the textbook. The oddnumbered chapters will be covered in Elementary 2 (activities) 1.
Week 1: Orientation; Lesson 2 (Give a description of someone’s clothes and
physical appearance)
Week 2: Lesson 4 (Talk about how to eat a particular food)
Week 3: Lesson 6 (Talk about a tour you went on and make comments)
Week 4: Lesson 8 (Ask about the time, venue, and situation of events)
Week 5: Lesson 10 (Talk about seasonal events)
Week 6: Lesson 12 (Talk about products at a store)
Week 7: Lesson 14 (Talk about exhibits and rules in a museum)
Week 8: Lesson 16 (Talk about eco-friendly activities)
Week 9: Lesson 18 (Talk about childhood memories)
Lesson 10: Final presentation
1.

Prerequisites

Students should have Japanese ability of CEFR A1; close to level A2 is ideal.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=
(p.24)
Grading policy

Class participation 10%, Assignments (Homework) 30%, Final presentation 60%

Study outside of class

”MARUGOTO Plus Elementary 2 A2
http://a2-2.marugotoweb.jp/en/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-3 & A2-4 courses
https://minato-jf.jp/”

Textbook(s)

This course will cover the even-numbered chapters of the following textbook.
1. Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary2 A2 ””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』初級 2A2 かつどう

Reference book(s)
Student
ments

require-

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

科目番号

XJ03212

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 水 1

担当教員

吉田 麻子

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や身近な
文化に関する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

個人的な情報や買い物、旅行など身近で日常的な事柄について情報交換するときに必

テーマ

要な基礎的な文法や語彙などを知る。

授業の概要・計画

以下の内容について授業を行う。かっこ内は教科書の課を示す。
第 1 回オリエンテーション
自分について、名前の意味の説明や趣味など少し詳しく伝えることができる。(第 1
課)
第 2 回レストランでメニューを見て注文したり、食ベられないものについて伝えたり
することができる。(第 3 課)
第 3 回旅行についてアドバイスしたり、自分が経験した旅行について伝えたりするこ
とができる。(第 5 課)
第 4 回スタッフミーティングで質問することができる。(第 7 課)
第 5 回特別な休みをどう過ごしたかについて伝えることができる。(第 9 課)
第 6 回買いたい物やその理由について説明することができる。(第 11 課)
第 7 回有名な場所について簡単に説明することができる。(第 13 課)
第 8 回自分のしているエコ活動について話すことができる。(第 15 課)
第 9 回有名な人について簡単に紹介することができる。(第 17 課)
第 10 回期末テスト

履修条件

CEFRA1 レベルの日本語能力があること。A2 レベルも少しできることが望ましい。
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=0900001680459f97 (p.24)

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 2 A2

法

(http://a2-2.marugotoweb.jp/en/)
・JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-3 と A2-4 course

(https://minato-jf.jp/)
教科書

以下の教科書の奇数課を使用する。

1. Japan Foundation,Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary2
A2 ”Rikai”
参考書
受講生に望むこと

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

Course No.

XJ03212

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Wed1

Instructor

Asako Yoshida

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, as well as familiar cultural topics.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will learn the basic grammar and vocabulary necessary for exchanging
information about familiar, everyday topics such as personal information, shopping, and travel.

Schedule

This course will cover the following topics. Corresponding textbook chapters are
shown in parentheses.
1.Orientation; Talk about yourself including details such as hobbies and the meaning behind your name (L1)
2.Order at a restaurant and say what you cannot eat (L3)
3.Give advice about travel and talk about trips you have been on (L5)
4.Ask questions at a staﬀ meeting (L7)
5.Talk about how you spent your holidays (L9)
6.Explain what you want to buy and why (L11)
7.Talk briefly about a famous place (L13)
8.Talk about eco-friendly activities you engage in (L15)
9.Talk briefly about a famous person (L17)
10.Final exam

Prerequisites

Students should have Japanese ability of CEFR A1; close to level A2 is ideal.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=
(p.24)
Grading policy

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

Study outside of class

MARUGOTO Plus Elementary 2 A2
http://a2-2.marugotoweb.jp/en/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-3 & A2-4 courses
https://minato-jf.jp/

Textbook(s)

This course will cover the odd-numbered chapters of the following textbook.
1. Japan Foundation,Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary2
A2 ”Rikai”

Reference book(s)
Student
ments

require-

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

科目番号

XJ03222

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 水 2

担当教員

吉田 麻子

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や身近な
文化に関する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

個人的な情報や買い物、旅行など身近で日常的な事柄について情報交換するときに必

テーマ

要な基礎的な文法や語彙などを知る。

授業の概要・計画

以下の内容について授業を行う。かっこ内は教科書の課を示す。
第 1 回オリエンテーション
自分について、名前の意味の説明や趣味など少し詳しく伝えることができる。(第 1
課)
第 2 回レストランでメニューを見て注文したり、食ベられないものについて伝えたり
することができる。(第 3 課)
第 3 回旅行についてアドバイスしたり、自分が経験した旅行について伝えたりするこ
とができる。(第 5 課)
第 4 回スタッフミーティングで質問することができる。(第 7 課)
第 5 回特別な休みをどう過ごしたかについて伝えることができる。(第 9 課)
第 6 回買いたい物やその理由について説明することができる。(第 11 課)
第 7 回有名な場所について簡単に説明することができる。(第 13 課)
第 8 回自分のしているエコ活動について話すことができる。(第 15 課)
第 9 回有名な人について簡単に紹介することができる。(第 17 課)
第 10 回期末テスト

履修条件

CEFRA1 レベルの日本語能力があること。A2 レベルも少しできることが望ましい。
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=0900001680459f97 (p.24)

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 2 A2

法

(http://a2-2.marugotoweb.jp/en/)
・JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-3 と A2-4 course

(https://minato-jf.jp/)
教科書

以下の教科書の奇数課を使用する。

1. Japan Foundation,Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary2
A2 ”Rikai”
参考書
受講生に望むこと

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

Course No.

XJ03222

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Wed2

Instructor

Asako Yoshida

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, as well as familiar cultural topics.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will learn the basic grammar and vocabulary necessary for exchanging
information about familiar, everyday topics such as personal information, shopping, and travel.

Schedule

This course will cover the following topics. Corresponding textbook chapters are
shown in parentheses.
1.Orientation; Talk about yourself including details such as hobbies and the meaning behind your name (L1)
2.Order at a restaurant and say what you cannot eat (L3)
3.Give advice about travel and talk about trips you have been on (L5)
4.Ask questions at a staﬀ meeting (L7)
5.Talk about how you spent your holidays (L9)
6.Explain what you want to buy and why (L11)
7.Talk briefly about a famous place (L13)
8.Talk about eco-friendly activities you engage in (L15)
9.Talk briefly about a famous person (L17)
10.Final exam

Prerequisites

Students should have Japanese ability of CEFR A1; close to level A2 is ideal.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=
(p.24)
Grading policy

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

Study outside of class

MARUGOTO Plus Elementary 2 A2
http://a2-2.marugotoweb.jp/en/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-3 & A2-4 courses
https://minato-jf.jp/

Textbook(s)

This course will cover the odd-numbered chapters of the following textbook.
1. Japan Foundation,Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary2
A2 ”Rikai”

Reference book(s)
Student
ments

require-

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

科目番号

XJ03232

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 金 1

担当教員

長戸 三成子

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や身近な
文化に関する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

レストランでの食事、旅行、イベントへの参加、ネットショッピング、エコ生活と

テーマ

いった日本での活動に必要な文法や語彙を体系的に学ぶ。

授業の概要・計画

第 1 週:レベルチェック、オリエンテーション、第 2 課
第 2˜9 週:第 4 課、第 6 課、第 8 課、第 10 課、第 12 課、第 14 課、第 16 課、第 18 課
第 10 週:期末テスト

履修条件

JF 日本語スタンダード A1 レベル (入門) を終了していることが望ましい。
ひらがな、カタカナが読めること。

成績評価方法

各課のクイズ 30%
授業への参加度 20%
期末テスト 50%

授業外における学習方

これから学習する課に出てくる新しい語彙を予習してくること。(※テキストの学習

法

サポートサイトを利用するとよい)
学習した課のクイズを次の授業で行うので、復習してくること。

教科書

1. Japan Foundation
独立行政法人 国際交流基金 編著,Marugoto: Japanese Language and Culture Ele-

mentary2 A2 ”Rikai”
『まるごと 日本のことばと文化 初級 2 A2 りかい』
初回にテキストの学習サポートサイトを紹介する。
参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「初級 2 かつどう 1」、「初級 2 りかい 1」、「初級 2 かつどう 2」、「初級 2
りかい 2」の 4 つのコースを合わせて履修することが望ましい。

その他

Course

Japanese 3 Elementary 2 (explanation) 2-1A

Course No.

XJ03232

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Fri1

Instructor

Minako Nagato

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, as well as familiar cultural topics.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will systematically learn the grammar and vocaburary necessary for
doing the following activities while in Japan: eating at a restaurant, traveling,
participating in events, online shopping, and living an eco-friendly lifestyle.

Schedule

Week 1:Level check, Orientation, Lesson 2
Week 2˜9:Lesson 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Week 10:Final exam

Prerequisites

Students should be at the level equivalent to having completed JF Standard for
Japanese-Language Education A1 Level (Introductory).
They should be able to read hiragana and katakana.

Grading policy

Chapter quizzes 30%, Class Participation 20%, Final Exam 50%

Study outside of class

Students should study the new vocaburary for each lesson prior to class. (*Using
the textbook’s study support website is recommended)
Quizzes for each lesson will be conducted during the following class, and students
should be sure to prepare for them.

Textbook(s)

1. Japan Foundation
独立行政法人 国際交流基金 編著,Marugoto: Japanese Language and Culture Ele-

mentary2 A2 ”Rikai”
『まるごと 日本のことばと文化 初級 2 A2 りかい』

The online study support for the textbook will be introduced the first day of
class.
Reference book(s)
Student
ments

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Elementary2 (activities)1, Elementary2 (explanation)1, Elementary2 (activities)2, Elementary2
(explanation)2.

Others

授業科目名

補講日本語 初級 2 りかい 2-2A

科目番号

XJ03242

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

春 AB 金 2

担当教員

長戸 三成子

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や身近な
文化に関する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

レストランでの食事、旅行、イベントへの参加、ネットショッピング、エコ生活と

テーマ

いった日本での活動に必要な文法や語彙を体系的に学ぶ。

授業の概要・計画

第 1 週:レベルチェック、オリエンテーション、第 2 課
第 2˜9 週:第 4 課、第 6 課、第 8 課、第 10 課、第 12 課、第 14 課、第 16 課、第 18 課
第 10 週:期末テスト

履修条件

JF 日本語スタンダード A1 レベル (入門) を終了していることが望ましい。
ひらがな、カタカナが読めること。

成績評価方法

各課のクイズ 30%
授業への参加度 20%
期末テスト 50%

授業外における学習方

これから学習する課に出てくる新しい語彙を予習してくること。(※テキストの学習

法

サポートサイトを利用するとよい)
学習した課のクイズを次の授業で行うので、復習してくること。

教科書

1. Japan Foundation
独立行政法人 国際交流基金 編著,Marugoto: Japanese Language and Culture Ele-

mentary2 A2 ”Rikai”
『まるごと 日本のことばと文化 初級 2 A2 りかい』
初回に学習サポートサイトを紹介する。
参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「初級 2 かつどう 1」、「初級 2 りかい 1」、「初級 2 かつどう 2」、「初級 2
りかい 2」の 4 つのコースを合わせて履修することが望ましい。

その他

Course

Japanese 3 Elementary 2 (explanation) 2-2A

Course No.

XJ03242

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

SprAB Fri2

Instructor

Minako Nagato

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, as well as familiar cultural topics.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will systematically learn the grammar and vocaburary necessary for
doing the following activities while in Japan: eating at a restaurant, traveling,
participating in events, online shopping, and living an eco-friendly lifestyle.

Schedule

Week 1:Level check, Orientation, Lesson 2
Week 2˜9:Lesson 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Week 10:Final exam

Prerequisites

Students should be at the level equivalent to having completed JF Standard for
Japanese-Language Education A1 Level (Introductory).
They should be able to read hiragana and katakana.

Grading policy

Chapter quizzes 30%, Class Participation 20%, Final Exam 50%

Study outside of class

Students should study the new vocaburary for each lesson prior to class. (*Using
the textbook’s study support website is recommended)
Quizzes for each lesson will be conducted during the following class, and students
should be sure to prepare for them.

Textbook(s)

1. Japan Foundation
独立行政法人 国際交流基金 編著,Marugoto: Japanese Language and Culture Ele-

mentary2 A2 ”Rikai”
『まるごと 日本のことばと文化 初級 2 A2 りかい』

The online study support for the textbook will be introduced the first day of
class.
Reference book(s)
Student
ments

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Elementary2 (activities)1, Elementary2 (explanation)1, Elementary2 (activities)2, Elementary2
(explanation)2.

Others

授業科目名

補講日本語 初級 2 りかい 1-1B

科目番号

XJ03252

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 水 1

担当教員

吉田 麻子

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や身近な
文化に関する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

個人的な情報や買い物、旅行など身近で日常的な事柄について情報交換するときに必

テーマ

要な基礎的な文法や語彙などを知る。

授業の概要・計画

以下の内容について授業を行う。かっこ内は教科書の課を示す。
第 1 回オリエンテーション
自分について、名前の意味の説明や趣味など少し詳しく伝えることができる (第 1 課)
第 2 回レストランでメニューを見て注文したり、食ベられないものについて伝えたり
することができる (第 3 課)
第 3 回旅行についてアドバイスしたり、自分が経験した旅行について伝えたりするこ
とができる (第 5 課)
第 4 回スタッフミーティングで質問することができる (第 7 課)
第 5 回特別な休みをどう過ごしたかについて伝えることができる (第 9 課)
第 6 回買いたい物やその理由について説明することができる (第 11 課)
第 7 回有名な場所について簡単に説明することができる (第 13 課)
第 8 回自分のしているエコ活動について話すことができる (第 15 課)
第 9 回有名な人について簡単に紹介することができる (第 17 課)
第 10 回期末テスト

履修条件

CEFRA1 レベルの日本語能力があること。A2 レベルも少しできることが望ましい。
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=0900001680459f97 (p.24)

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 2 A2

法

(http://a2-2.marugotoweb.jp/en/)
・JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-3 と A2-4 course

(https://minato-jf.jp/)
教科書

以下の教科書の奇数課を使用する

1. Japan Foundation,Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary2
A2 ”Rikai”
参考書
受講生に望むこと

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

Course No.

XJ03252

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Wed1

Instructor

Asako Yoshida

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, as well as familiar cultural topics.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will learn the basic grammar and vocabulary necessary for exchanging
information about familiar, everyday topics such as personal information, shopping, and travel.

Schedule

This course will cover the following topics. Corresponding textbook chapters are
shown in parentheses.
1.Orientation; Talk about yourself including details such as hobbies and the meaning behind your name (L1)
2.Order at a restaurant and say what you cannot eat (L3)
3.Give advice about travel and talk about trips you have been on (L5)
4.Ask questions at a staﬀ meeting (L7)
5.Talk about how you spent your holidays (L9)
6.Explain what you want to buy and why (L11)
7.Talk briefly about a famous place (L13)
8.Talk about eco-friendly activities you engage in (L15)
9.Talk briefly about a famous person (L17)
10.Final exam

Prerequisites

Students should have Japanese ability of CEFR A1; close to level A2 is ideal.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=
(p.24)
Grading policy

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

Study outside of class

MARUGOTO Plus Elementary 2 A2
http://a2-2.marugotoweb.jp/en/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-3 & A2-4 courses
https://minato-jf.jp/

Textbook(s)

1. Japan Foundation,Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary2
A2 ”Rikai”

Reference book(s)
Student
ments

require-

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

科目番号

XJ03262

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 水 2

担当教員

吉田 麻子

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や身近な
文化に関する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

個人的な情報や買い物、旅行など身近で日常的な事柄について情報交換するときに必

テーマ

要な基礎的な文法や語彙などを知る。

授業の概要・計画

以下の内容について授業を行う。かっこ内は教科書の課を示す。
第 1 回オリエンテーション
自分について、名前の意味の説明や趣味など少し詳しく伝えることができる。(第 1
課)
第 2 回レストランでメニューを見て注文したり、食ベられないものについて伝えたり
することができる。(第 3 課)
第 3 回旅行についてアドバイスしたり、自分が経験した旅行について伝えたりするこ
とができる。(第 5 課
第 4 回スタッフミーティングで質問することができる。(第 7 課)
第 5 回特別な休みをどう過ごしたかについて伝えることができる。(第 9 課)
第 6 回買いたい物やその理由について説明することができる。(第 11 課)
第 7 回有名な場所について簡単に説明することができる。(第 13 課)
第 8 回自分のしているエコ活動について話すことができる。(第 15 課)
第 9 回有名な人について簡単に紹介することができる。(第 17 課)
第 10 回期末テスト

履修条件

CEFRA1 レベルの日本語能力があること。A2 レベルも少しできることが望ましい。
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=0900001680459f97 (p.24)

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 2 A2

法

(http://a2-2.marugotoweb.jp/en/)
・JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-3 と A2-4 course

(https://minato-jf.jp/)
教科書

以下の教科書の奇数課を使用する。

1. Japan Foundation,Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary2
A2 ”Rikai”
参考書
受講生に望むこと

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

Course No.

XJ03262

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Wed2

Instructor

Asako Yoshida

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, as well as familiar cultural topics.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will learn the basic grammar and vocabulary necessary for exchanging
information about familiar, everyday topics such as personal information, shopping, and travel.

Schedule

This course will cover the following topics. Corresponding textbook chapters are
shown in parentheses.
1.Orientation; Talk about yourself including details such as hobbies and the meaning behind your name (L1)
2.Order at a restaurant and say what you cannot eat (L3)
3.Give advice about travel and talk about trips you have been on (L5)
4.Ask questions at a staﬀ meeting (L7)
5.Talk about how you spent your holidays (L9)
6.Explain what you want to buy and why (L11)
7.Talk briefly about a famous place (L13)
8.Talk about eco-friendly activities you engage in (L15)
9.Talk briefly about a famous person (L17)
10.Final exam

Prerequisites

Students should have Japanese ability of CEFR A1; close to level A2 is ideal.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=
(p.24)
Grading policy

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

Study outside of class

MARUGOTO Plus Elementary 2 A2
http://a2-2.marugotoweb.jp/en/
JF Japanese e-learning: MARUGOTO A2-3 & A2-4 courses
https://minato-jf.jp/

Textbook(s)

This course will cover the odd-numbered chapters of the following textbook.
1. Japan Foundation,Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary2
A2 ”Rikai”

Reference book(s)
Student
ments

require-

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

科目番号

XJ03272

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 金 1

担当教員

長戸 三成子

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や身近な
文化に関する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

レストランでの食事、旅行、イベントへの参加、ネットショッピング、エコ生活と

テーマ

いった日本での活動に必要な文法や語彙を体系的に学ぶ。

授業の概要・計画

第 1 週:レベルチェック、オリエンテーション、第 2 課
第 2˜9 週:第 4 課、第 6 課、第 8 課、第 10 課、第 12 課、第 14 課、第 16 課、第 18 課
第 10 週:期末テスト

履修条件

JF 日本語スタンダード A1 レベル (入門) を終了していることが望ましい。
ひらがな、カタカナが読めること。

成績評価方法

各課のクイズ 30%
授業への参加度 20%
期末テスト 50%

授業外における学習方

これから学習する課に出てくる新しい語彙を予習してくること。(※テキストの学習

法

サポートサイトを利用するとよい)
学習した課のクイズを次の授業で行うので、復習してくること。

教科書

1. Japan Foundation
独立行政法人 国際交流基金 編著,Marugoto: Japanese Language and Culture Ele-

mentary2 A2 ”Rikai”
『まるごと 日本のことばと文化 初級 2 A2 りかい』
初回にテキストの学習サポートサイトを紹介する。
参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「初級 2 かつどう 1」、「初級 2 りかい 1」、「初級 2 かつどう 2」、「初級 2
りかい 2」の 4 つのコースを合わせて履修することが望ましい。

その他

Course

Japanese 3 Elementary 2 (explanation) 2-1B

Course No.

XJ03272

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Fri1

Instructor

Minako Nagato

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, as well as familiar cultural topics.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will systematically learn the grammar and vocaburary necessary for
doing the following activities while in Japan: eating at a restaurant, traveling,
participating in events, online shopping, and living an eco-friendly lifestyle.

Schedule

Week 1:Level check, Orientation, Lesson 2
Week 2˜9:Lesson 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Week 10:Final exam

Prerequisites

Students should be at the level equivalent to having completed JF Standard for
Japanese-Language Education A1 Level (Introductory).
They should be able to read hiragana and katakana.

Grading policy

Chapter quizzes 30%, Class Participation 20%, Final Exam 50%

Study outside of class

Students should study the new vocaburary for each lesson prior to class. (*Using
the textbook’s study support website is recommended)
Quizzes for each lesson will be conducted during the following class, and students
should be sure to prepare for them.

Textbook(s)

1. Japan Foundation
独立行政法人 国際交流基金 編著,Marugoto: Japanese Language and Culture Ele-

mentary2 A2 ”Rikai”
『まるごと 日本のことばと文化 初級 2 A2 りかい』

The online study support for the textbook will be introduced the first day of
class.
Reference book(s)
Student
ments

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Elementary2 (activities)1, Elementary2 (explanation)1, Elementary2 (activities)2, Elementary2
(explanation)2.

Others

授業科目名

補講日本語 初級 2 りかい 2-2B

科目番号

XJ03282

単位数

単位

標準履修年次

年次

時間割

秋 AB 金 2

担当教員

長戸 三成子

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や身近な
文化に関する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

レストランでの食事、旅行、イベントへの参加、ネットショッピング、エコ生活と

テーマ

いった日本での活動に必要な文法や語彙を体系的に学ぶ。

授業の概要・計画

第 1 週:レベルチェック、オリエンテーション、第 2 課
第 2˜9 週:第 4 課、第 6 課、第 8 課、第 10 課、第 12 課、第 14 課、第 16 課、第 18 課
第 10 週:期末テスト

履修条件

JF 日本語スタンダード A1 レベル (入門) を終了していることが望ましい。
ひらがな、カタカナが読めること。

成績評価方法

各課のクイズ 30%
授業への参加度 20%
期末テスト 50%

授業外における学習方

これから学習する課に出てくる新しい語彙を予習してくること。(※テキストの学習

法

サポートサイトを利用するとよい)
学習した課のクイズを次の授業で行うので、復習してくること。

教科書

1. Japan Foundation
独立行政法人 国際交流基金 編著,Marugoto: Japanese Language and Culture Ele-

mentary2 A2 ”Rikai”
『まるごと 日本のことばと文化 初級 2 A2 りかい』
初回にテキストの学習サポートサイトを紹介する。
参考書
受講生に望むこと

補講日本語 「初級 2 かつどう 1」、「初級 2 りかい 1」、「初級 2 かつどう 2」、「初級 2
りかい 2」の 4 つのコースを合わせて履修することが望ましい。

その他

Course

Japanese 3 Elementary 2 (explanation) 2-2B

Course No.

XJ03282

Credits

Credits

Grade

Year

Timetable

FallAB Fri2

Instructor

Minako Nagato

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, as well as familiar cultural topics.

Remarks

For International Students

Course Type

class exercises

Objective(s)

Students will systematically learn the grammar and vocaburary necessary for
doing the following activities while in Japan: eating at a restaurant, traveling,
participating in events, online shopping, and living an eco-friendly lifestyle.

Schedule

Week 1:Level check, Orientation, Lesson 2
Week 2˜9:Lesson 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Week 10:Final exam

Prerequisites

Students should be at the level equivalent to having completed JF Standard for
Japanese-Language Education A1 Level (Introductory).
They should be able to read hiragana and katakana.

Grading policy

Chapter quizzes 30%. Class Participation 20%, Final Exam 50%

Study outside of class

Students should study the new vocaburary for each lesson prior to class. (*Using
the textbook’s study support website is recommended)
Quizzes for each lesson will be conducted during the following class, and students
should be sure to prepare for them.

Textbook(s)

1. Japan Foundation
独立行政法人 国際交流基金 編著,Marugoto: Japanese Language and Culture Ele-

mentary2 A2 ”Rikai”
『まるごと 日本のことばと文化 初級 2 A2 りかい』

The online study support for the textbook will be introduced the first day of
class.
Reference book(s)
Student
ments

require-

Students should sign up for the following 4 courses together: Elementary2 (activities)1, Elementary2 (explanation)1, Elementary2 (activities)2, Elementary2
(explanation)2.

Others

