
滋賀医科大学　 

２０２1年度　後期　（２０２1年10月～２０２２年3月）　日本語コース　シラバス 

科目　      日本語入門１ 

到達目標　1. 基本的な文法や語彙を使い、日本語で挨拶ができ、家族や食事など日常の簡単な話 
　　　　　　 題について話せるようになること。　　　　　 
　　　　　2. ひらがなとカタカナが読めるようになること。 

授業回数　週１回１時間  （各学期20週） 

学習内容　1. 日本語でのあいさつや簡単な話題について話せるように基本的な文法や語彙を学 
                   ぶ。 
　　　　　2. 基本的な語彙や文法を使い、簡単な会話をする。 
　　　　　3. 学習した語彙や文法が使われたごく短い文を読む。 

成績（合格・不合格）    出席（70％以上）　小テスト　宿題 

教材　　　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　入門A1　りかい』   
　　　　　三修社 



滋賀医科大学　 

２０２２年度　前期　（２０２２年４月～２０２２年９月）　日本語コース　シラバス 

科目　      日本語入門２ 

到達目標　1. 基本的な文法や語彙を使い、日本語で個人的な情報について話したり、聞いたりで 
　　　　　　きるようになること。                   
　　　　　2. ひらがなとカタカナが読め、書けるようになること。 
               3. ごく簡単な漢字が読めるようになること。 

授業回数　週１回１時間  （各学期20週） 

学習内容　1. 日本語で自分の住まいや趣味など、個人的な情報について話せるように基本的な文 
　　　　　　 法や語彙を学ぶ。 
　　　　　2. 基本的な語彙や文法を使い、会話をする。 
　　　　　3. 学習した語彙や文法が使われた短い文を読む。 

成績（合格・不合格）    出席（70％以上）　小テスト　宿題 

教材　　　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　入門A1　りかい』   
　　　　　三修社 



Shiga University of Medical Science       

The Syllabus of Japanese Language Curse in the Second Semester, 2021 (October, 
2021 to March 2022) 

Course Title :  Starter’s Japanese 2 

Objectives：　1. To be able to greet in Japanese and talk in Japanese about simple  
                         everyday topics such as family, meals etc. using basic grammar  
                         and vocabulary. 
                      2. To be able to read hiragana and katakana. 

Class Hours :  one hour a week (20 weeks in each semester) 

Course Contents :　1. To study basic grammar and vocabulary to be able to greet and  
                                  talk about simple topics in Japanese. 
　　　　　　　　　   2. To study short conversations on simple topics using basic  
                                  grammar and vocabulary. 
   　　　　　　　　   3. To read short sentences with grammar and vocabulary you have  
                                  learned, 

Grading (Pass/Fail)   Attendance (70% or more) ,  Quizzes,   Homework 

Textbook :         Japan Foundation (2020).  Marugoto : Nihon no Kotoba to Bunka    
                         Nyuumon A1 Rikai.  Sanshusha Publishing Co. Ltd.   
                 

                



Shiga University of Medical Science       

The Syllabus of Japanese Language Curse in the First Semester, 2022 (April, 2022 to 
September, 2022) 

Course Title :  Starter’s Japanese 2 

Objectives：　1. To be able to talk and ask about personal information in Japanese  
                         using basic grammar and vocabulary. 
                      2. To be able to read and write hiragana and katakana. 
　　　　　　　 3. To be able to read very simple kanji characters. 

Class Hours :  one hour a week (20 weeks in each semester) 

Course Contents :　1. To study basic grammar and vocabulary to be able to talk about  
                                  personal information such as your home and hobbies in      
                                  Japanese. 
　　　　　　　　　   2. To study conversations on personal information using basic   
                                  grammar and vocabulary. 
   　　　　　　　　   3. To read short sentences with grammar and vocabulary you have  
                                  learned. 

Grading (Pass/Fail)   Attendance (70% or more) ,  Quizzes,   Homework 

Textbook :         Japan Foundation (2020).  Marugoto : Nihon no Kotoba to Bunka    
                         Nyuumon A1 Rikai.  Sanshusha Publishing Co. Ltd.   
                 

                


