
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　      日本語初級１ 

到達目標　1. 自分に直接的に関係がある事項（家族情報、趣味、仕事など）について基本文法や 
　　　　　　適切な語彙、適切な時制などを使い表現できるようになること。 
　　　　　2. ごく基本的な漢字を含めた文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. 上記「到達目標1.」に記された事柄を達成するために必要な文法、語彙を学び、会 
                   話練習をする。 
　　　　　2. テキスト内、各課の読解を読み、理解する。 

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　初級1A２　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　      日本語初級２ 

到達目標　1. いろいろな事柄について形容詞や基本文法、適切な語彙、適切な時制などを使い表 
　　　　　　 現し、描写できるようになること。 
　　　　　2. 簡単に依頼したり許可を求めたり誘ったりできるようになること。 
　　　　　3. 基本的な漢字を含めた文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. 上記「到達目標1.」に記された事柄を達成するために必要な文法、語彙を学び、会 
                   話練習をする。 
　　　　　2. 依頼、許可、誘いなど、機能的な表現を学ぶ。 
　　　　　3. テキスト内、各課の読解を読み、理解する。 

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　初級1A２　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 :  Beginner’s  Japanese 2 

Objectives： 1. To be able to express matters that are directly related to you (family  
                        information, hobbies, work, etc.) using basic grammar, appropriate  
                        vocabulary and appropriate tense. 
                   2. To be able to read sentences including basic kanji characters. 

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

Course Contents :　1. To study the grammar and vocabulary necessary to achieve the  
                                  “Objectives 1” above, and practice conversation. 
                              2. To study reading section of each lesson in the textbook and  
                                  comprehend it. 

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

Textbook :         Japan Foundation (2020).  Marugoto : Nihon no Kotoba to Bunka    
                         Shokyuu1 A2 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 :  Beginner’s  Japanese 2 

Objectives： 1. To be able to express and describe various things using adjectives,  
                        basic grammar, appropriate vocabulary, and appropriate tenses. 
                    2. To be able to use expressions to request, to ask for permission and 
                        to invite. 
                    3. To be able to read sentences including basic kanji characters. 

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

Course Contents :　1. To study the grammar and vocabulary necessary to achieve the  
                                  “Objectives 1” above, and practice conversation. 
                              2. To study functional expressions such as “requesting” , “asking  
                                  for permission” and “inviting. 
                              3. To read reading section of each lesson in the textbook and  
                                  comprehend it. 

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

Textbook :         Japan Foundation (2020).  Marugoto : Nihon no Kotoba to Bunka    
                         Shokyuu1 A2 Rikai.  Sanshusha Publishing Co. Ltd.   
                 

                


