
 
滋賀医科大学  
日本語教室 
令和 3 年度（2021 年度）後期 シラバス（2021 年 10 月〜2022 年 3 月） 
中級クラス 
到達目標： 
1. 目上の人に対する話し方と、友達に対する話し方の違いを理解して、丁寧

語や尊敬語を使って、コミュニケーションができる。 
2. 日常生活の場面で、分からない言葉や内容があった場合、適切に質問がで

きる。 
授業回数： 
週 1 回 1 時間（各学期 20 週） 
学習内容： 
日本の文化と さまざまな国の文化を比べながら、日常生活におけるさまざ

まな状況に対応出来るように､実用的な日本語を学ぶ。 
＊今学期のテーマは、 
「日本の温泉・最近の状況・マンガを読む」を予定しています。 
テキスト： 
独立法人国際交流基金  
編著「まるごと：日本のことばと文化 中級１B1」三修社 
成績： 
出席（70%以上） 
宿題・各トピックの終わりに理解度をチェックします。 
このクラスの皆さんへのコメント： 
このクラスでは、日本語と日本文化を楽しんで学んで頂ければ、うれしいで

す。さらに日本語能力試験（JLPT）レベル 3 の受験を目指すという目的意識

を持って、勉強してみて下さい。 
＊変更する可能性があります。 
 



 
滋賀医科大学  
日本語教室 
令和 3 年度（2021 年度）2022 年度 前期 シラバス 
中級クラス 
到達目標： 
1. 丁寧語や尊敬語に加えて、謙譲語を理解し、それらを使い分けて、コミュ

ニケーションができる。 
2. 日常の場面で、日本語がわからずに困っている人を見たとき、適切にアド

バイスができる。 
授業回数： 
週 1 回 1 時間（各学期 20 週） 
学習内容： 
日本の文化と さまざまな国の文化を比べながら、日常生活におけるさまざ

まな状況に対応出来るように、実用的な日本語を学ぶ。 
＊今学期のテーマは、 
「武道に挑戦・便利な道具・伝統的な祭り」を予定しています。 
テキスト： 
独立法人国際交流基金  
編著「まるごと：日本のことばと文化 中級１B1」三修社 
成績： 
出席（70%以上） 
宿題・各トピックの終わりに理解度をチェックします。 
このクラスの皆さんへのコメント： 
このクラスでは、日本語と日本文化を楽しんで学んで頂ければ、うれしいで

す。さらに、日本語能力試験（JLPT）レベル 3 の受験にチャレンジしてみて

下さい。 
＊変更する可能性があります。 
 



 
Shiga University of Medical Science  
Japanese language class 
The syllabus of the second semester (October 2021 to March 2021)  
Intermediate class 
Objectives： 
1. You will be able to understand the difference between speaking to 
superiors and speaking to friends, as well as to communicate using polite 
and honorific words. 
2. You will be able to ask appropriate questions when you have words or 
contents that you do not understand in your daily life.  
Class Hours： 
One hour a week (20 weeks in each semester) 
Learning Content： 
Compare the Japanese culture with the cultures of various countries and 
learn practical Japanese so that you can respond to various situations in 
your daily life. 
*The topics for this semester are “Japanese hot springs / Recent Situations/ 
Reading Manga.”  
Textbook： 
Japan Foundation (2020). Marugoto : Nihon no Kotoba to Bunka 
Chukyu 1 B1. Sanshusha Publishing Co. Ltd.  
Grades : 
Attendance (70% or more) 
Homework ・ Checking your comprehension at the end of each topic.  
Comments for everyone in this class： 
I hope that you will have fun learning the Japanese language and culture, 
and I’m so happy if you have a sense of purpose about taking the JLPT 
Level 3.  

*May change 
 
 



 
Shiga University of medical science  
Japanese language class 
The syllabus of the first semester (April 2022 to September 2022)  
Intermediate class 
Objectives： 
1. In addition to polite and honorific words, you will be able to understand 
humble words, use them properly, and communicate. 
2. In everyday situations, when you see someone who does not understand 
Japanese, you will be able to give appropriate advice. 
Class Hours： 
One hour a week (20 weeks in each semester) 
Learning Content： 
Compare the Japanese culture with the cultures of various countries and 
learn practical Japanese so that you can respond to various situations in 
your daily life. 
*The topics for this semester are “Challenge Martial Arts / Useful Tools / 
Traditional Festivals.”  
Textbook： 
Japan Foundation (2020). Marugoto : Nihon no Kotoba to Bunka 
Chukyu 1 B1. Sanshusha Publishing Co. Ltd.  
Grades: 
Attendance (70% or more) 
Homework ・ Checking your comprehension at the end of each topic.  
Comments for everyone in this class： 
I hope that you will have fun learning the Japanese language and culture, 
and I expect you to try to take the JLPT Level 3. 

*May change 
 


