
 
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） 
初中級クラス 
到達目標： 
1.「ひらがな・カタカナ・身近な漢字」を使って、文章を書けるようになる。 
2. 日常的な会話や、簡単な情報交換ができるようになる。 
授業回数： 
週 1 回１時間（各学期 20 週） 
学習内容： 
日本の文化と自国の文化を比べながら「聞く・話す・読む・書く」の 4 技能を

学習し日常生活で使える日本語を学ぶ。 
＊今学期のテーマは、 
「旅行・特別な日・電気製品の買い物」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 初級 2A2 りかい」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もらえたら、うれしいで

す。さらに、日本語能力試験（JLPT）レベル 4 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）前期（2022 年 4 月〜2022 年 9 月）シラバス 
初中級クラス 
到達目標： 
1. 「時制・助詞」を正しく使って、話したり書いたりできるようになる。 
2. 日常的な会話や、情報交換に加え、自分の意見を述べることができる。 
授業回数： 
週 1 回１時間（各学期 20 週） 
学習内容： 
日本の文化と自国の文化を比べながら「聞く・話す・読む・書く」の 4 技能を

学習し日常生活で使える日本語を学ぶ。 
＊今学期のテーマは、 
「歴史と文化の町・生活とエコ・人生観」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 初級 2A2 りかい」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 4 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)  
Pre-intermediate class 
Objectives： 
1.  You will be able to write sentences using “Hiragana / Katakana / 
Familiar Kanji.” 
2.  You will be able to have daily conversations and exchange simple 
information.  
Class Hours： 
One hour a week (20 weeks in each semester) 
Learning Content： 
Learn the four skills of “listening, speaking, reading, and writing”while 
comparing the Japanese culture with the culture of your own country, and 
learn the Japanese language that can be used in everyday life. 
*The topics for this semester are “Travel / Special Occasions / Shopping for 
Electrical Products.” 
Textbook： 
Japan Foundation (2020). Marugoto : Nihon no Kotoba to Bunka 
Shokyu 2 Rikai. 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 4.  

*May change 



 
Shiga University of medical science  
Japanese language class  
The syllabus of the first semester (April 2022 to September 2022)  
Pre-intermediate class  
Objectives： 
1.  You will be able to speak and write using “tense / particle” correctly. 
2.  In addition to daily conversation and information exchange, you will be 
able to express your own opinion.  
Class Hours： 
One hour a week (20 weeks in each semester) 
Learning Content： 
Learn the four skills of “listening, speaking, reading, and writing” while 
comparing the Japanese culture with your own culture, and learn the 
Japanese language that can be used in everyday life. 
*The topics for this semester are “History and Culture Town / Life and Eco/ 
View of Life.” 
Textbook： 
Japan Foundation (2020). Marugoto : Nihon no Kotoba to Bunka 
Shokyu 2 Rikai. 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 4. 

*May change 
 


