
＊変更する可能性があります。 
 
 
  

科目 

日本語教育 初中級クラス 前期（2023 年 4月～2023年 9 月） 

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事。 
2. 簡単な事なら、日常的な会話や、情報交換ができるようになる事。 

授業回数・時間： 

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、「新しい友だち・店で食べる・旅行」を予定しています。 

成績・評価(合格/不合格)： 

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。 

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 



＊変更する可能性があります。 
 

科目 

日本語教育 初中級クラス 後期（2023 年 10 月～2024 年 3月） 

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事。 
2.  簡単な事なら、日常的な会話や、情報交換ができるようになる事。 

授業回数・時間： 

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、「ネットショピング・歴史と文化の町・せいかつとエコ」を予定しています。 

成績・評価(合格/不合格)： 

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。） 

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 2 A2 りかい」三修社 



*May change 
 
 
  

Course： 

The first semester (April 2023 to September 2023)  
Pre-intermediate Japanese language class 

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 Contents： 

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 “New Friends / Eating Out / Travel.” 

Evaluation： 

Attendance (70% or more) 
Homework ・ Checking your comprehension at the end of each topic. 

Text book： 

Japan Foundation (2020). Marugoto : Nihon no Kotoba to Bunka 
Shokyu 2 Rikai. Sanshusha Publishing Co. Ltd. 



*May change 
 

Course： 

The Second semester (October 2023 to March 2024)  
Pre-intermediate Japanese language class 

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 the culture of your own country, and learn the Japanese language that can be used in everyday 
life. 
*The topics for this semester are “Online Shopping / A Town Rich in History and Culture / Life 
and Eco-friendly Activities.” 

Evaluation： 

Attendance (70% or more) 
Homework (Checking your comprehension at the end of each topic.) 

Textbook： 

Japan Foundation (2020). Marugoto : Nihon no Kotoba to Bunka 
Shokyu 2 Rikai. Sanshusha Publishing Co. Ltd. 



＊変更する可能性があります。 
 
  

科目 

日本語教育 中級クラス 前期（2023年 4 月～2023年 9 月） 

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・時間： 

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、 
「ほっとする食べ物・訪問・ことばを学ぶ楽しみ」を予定しています。 

成績・評価(合格/不合格)： 

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。） 

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１ B1」三修社 



＊変更する可能性があります。 

科目 

日本語教育 中級クラス 後期（2023年 10 月～2024 年 3月） 

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・時間： 

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、 
「結婚・旅行中のトラブル・仕事を探す」を予定しています。 

成績・評価(合格/不合格)： 

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。） 

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１ B1」三修社 



*May change 
 
 
  

Course： 

The first semester (from April 2023 to September 2023)  
Intermediate Japanese language class 

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 Contents： 

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 “My Country Food / Visiting Someone / The Pleasure of Learning 
Other Language.” 

Evaluation： 

Attendance (70% or more) 
Homework ・ Checking your comprehension at the end of each topic. 

Text book： 

Japan Foundation (2020). Marugoto : Nihon no Kotoba to Bunka 
Chukyu 1 B1. Sanshusha Publishing Co. Ltd. 



*May change 
 

Subject Name 

The second semester (from October 2023 to March 2024)  
Intermediate Japanese language class 

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 “Wedding and Marriage / Problems When Travelling / Looking 
for a Job.” 

Evaluation： 

Attendance (70% or more) 
Homework ・ Checking your comprehension at the end of each topic. 

Textbook： 

Japan Foundation (2020). Marugoto : Nihon no Kotoba to Bunka 
Chukyu 1 B1. Sanshusha Publishing Co. Ltd. 



  

科目 

日本語教育 上級クラス 前期（2023年 4 月～2023 年 9 月） 

到達目標： 

１. 日本語の新聞記事、エッセイ小説などを読み、内容を理解し、それらの内容について話せる
ようになること。 

２. 自然な日本語で話し、書けるようになること。 
３. JLPT 1 級あるいは 2 級取得可能レベルになること。 

授業回数・時間： 

週 1回 1 時間（各学期 20週） 

学習内容： 

1. 新聞記事や雑誌などからの抜粋を読み、理解する。 
2. 授業で読んだものについて適切な表現、語彙、文法を使い討論する。 
3. 授業で読んだものについて自分の意見、考えを書く。 

成績・評価(合格/不合格)： 

出席（70％以上） 
宿題（読んだものについての作文） 

テキスト： 

新聞記事などからの抜粋 



 

科目 

日本語教育 上級クラス 後期（2023年 10 月～2024 年 3月） 

到達目標： 

１. 日本語の新聞記事、エッセイ小説などを読み、内容を理解し、それらの内容について話せる
ようになること。 

２. 自然な日本語で話し、書けるようになること。 
３. JLPT 1 級あるいは 2 級取得可能レベルになること。 

授業回数・時間： 

週 1回 1 時間（各学期 20週） 

学習内容： 

1. 新聞記事や雑誌などからの抜粋を読み、理解する。 
2. 授業で読んだものについて適切な表現、語彙、文法を使い討論する。 
3. 授業で読んだものについて自分の意見、考えを書く。 

成績・評価(合格/不合格)： 

出席（70％以上） 
宿題（読んだものについての作文） 

テキスト： 

新聞記事などからの抜粋 



 
  

Course： 

The first semester (from April 2023 to September 2023)  
Advanced Japanese language class 

Class Objectives： 

1. To be able to read newspaper articles, novels etc. in Japanese, understand the contents and discuss 
these contents. 

2. To be able to speak and write in natural Japanese. 
3. To become a level of JLPT 1 or JLPT2 

Class Hours： 

One hour a week (20 weeks in each semester) 

Learning Content： 

1. To read newspaper articles, novels, excerpts from books or magazines. 
2. To discuss what you have read in classes using appropriate expressions, 

vocabulary and grammar. 
3. To write opinions and thoughts about what you have read in classes. 

Evaluation： 

Attendance (70% or more) 
Homework (Compositions) 

Textbook： 

newspaper articles, excerpts from books or magazines 



 

Course： 

The second semester (from October 2023 to March 2024)  
Advanced Japanese language class 

Class Objectives： 

1. To be able to read newspaper articles, novels etc. in Japanese, understand the contents and discuss 
these contents. 

2. To be able to speak and write in natural Japanese. 
3. To become a level of JLPT 1 or JLPT2 

Class Hours： 

One hour a week (20 weeks in each semester) 

Learning Content： 

1. To read newspaper articles, novels, excerpts from books or magazines. 
2. To discuss what you have read in classes using appropriate expressions, 

vocabulary and grammar. 
3. To write opinions and thoughts about what you have read in classes. 

Evaluation： 

Attendance (70% or more) 
Homework (Compositions) 

Textbook： 

newspaper articles, excerpts from books or magazines 
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