令和３年度
日本語科 シラバス

こころ医療福祉専門学校
（学校法人 岩永学園

日本語科

2年コース
授業科目

日本語初級1
日本語初級2
日本語初級3
日本語初級4
日本語初中級1
日本語初中級2
日本語初中級3
日本語初中級4
日本語中級1
日本語中級2
日本語中級3
日本語中級4
日本語上級1
日本語上級2
日本語上級3
日本語上級4
総合演習A
総合演習B
総合演習C
総合演習D
総合演習E
総合演習F

区分

単位数

講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
演習
演習
演習
演習
演習
演習

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2

合計

86

科目
時間
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
40

1720

１年次
前
後
80
80
80
80
80
80
80
80

２年次
前
後

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
40

480

400

440

400

※日本語科の講義および演習は，20単位時間をもって1単位とする。

日本語科

1.8年コース
授業科目

日本語初級1
日本語初級2
日本語初級3
日本語初級4
日本語初中級1
日本語初中級2
日本語初中級3
日本語初中級4
日本語中級1
日本語中級2
日本語中級3
日本語中級4
日本語上級1
日本語上級2
総合演習A
総合演習B
総合演習C
総合演習D

区分

単位数

講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
演習
演習
演習
演習

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4

合計

70

科目
時間
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
40
80
80
80

1400

１年次
前
後
80
80
80
80
80
80

２年次
前
後

80
80
80
80
80
80
80
80
40
80
80
80

200

400

400

400

※日本語科の講義および演習は，20単位時間をもって1単位とする。

日本語科

1.5年コース
授業科目

日本語初級1
日本語初級2
日本語初級3
日本語初級4
日本語初中級1
日本語初中級2
日本語初中級3
日本語初中級4
日本語中級1
日本語中級2
日本語中級3
日本語中級4
総合演習A
総合演習B
総合演習C

区分

単位数

講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
演習
演習
演習

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

合計

60

科目
時間
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

1200

１年次
後
80
80
80
80

２年次
前
後

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

400

400

400

※日本語科の講義および演習は，20単位時間をもって1単位とする。

シラバス（授業計画書）
科目名（総合演習Ｂ）
学科名

日本語科（１０月生）
学年 ２年

１ 授業の内容
日本語能力試験の対策として模擬試験を行うほか，図書館の仕組みや各国の紙芝居を見
て学ぶ課外活動や、ボランティア活動として精霊流しにも参加する。また，専門課程では
どのような授業を受けるのか，どの程度の日本語力が必要なのかなど知識を得るため，介
護福祉科進学ガイダンスも実施する。
２ 到達目標
模擬試験にて日本語能力試験に合格するための総合的な力を身に付けるほか，課外活動
では日本人とのコミュニケーション能力や生きた日本語の聴解力を身に付けることを目標
とする。
３ 授業の方法
デスクワークのほか，時間を計って模擬試験をしたり，課外活動を行ったりする。
４ 成績評価方法・基準
授業態度，試験結果，レポートなどを総合して評価する。
試験結果 ８０％
授業態度 ２０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
模擬試験で間違ったところはしっかり復習しておく。わからないところはノートにまと
めて、学校で質問する。
７ 使用教材，教具
『日本語初級②大地』スリーエーネットワーク
８ 学生へのメッセージ
日本語能力試験の解答にあたっては出題パターンの把握と時間配分が大切です。少しで
も本番で力が発揮できるよう，模擬試験を使ってその習熟に努めてください
９ 教員氏名（阿部哲也）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（総合演習Ｂ）１０月生
回数

授業内容
・シャドーウィング

1

・『大地』４２課 新語導入
・『大地』４２課 文型１，２
・『大地』４２課 新語クイズ①，②

2

・『大地』４２課 文型３
・『ストーリー漢字３００』
・シャドーウィング

3

・『大地』４２課 新語クイズ③
・『大地』４２課 使いましょう１，２
・『大地』４２課 使いましょう３

4

・『大地』４２課 例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』
・シャドーウィング

5

・『大地』４２課 会話
・『聴解タスク』５０課

6

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』５０課
・『ストーリー漢字３００』

7

・４２課の復習

8

・『大地』４２課テスト

9

『大地』授業 総まとめ

10

『大地』授業 総まとめ

11

課外授業（花見）

12

課外授業（花見）

13

新入生歓迎スポーツ大会

14

新入生歓迎スポーツ大会

15

新入生歓迎スポーツ大会

16

介護福祉科奨学金説明会，先輩からの講話

17

介護福祉科奨学金説明会，先輩からの講話感想文と事後指導

18

長期休暇前オリエンテーション
・休暇中の学外での過ごし方についての諸注意

19

県警講話

20

課外活動（図書館裏側ツアー）

21

課外活動（図書館裏側ツアー）

22

課外活動（精霊流し）

23

課外活動（精霊流し）

24

ＪＬＰＴ模擬試験 解き方の説明と諸注意

25

ＪＬＰＴ模擬試験（Ｎ４）

26

ＪＬＰＴ模擬試験（Ｎ４）

27

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

28

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

29

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

30

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

31

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

32

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解き方の説明と諸注意

33

合同ＪＬＰＴ模擬試験（Ｎ４）

34

合同ＪＬＰＴ模擬試験（Ｎ４）

35

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

36

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

37

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

38

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

39

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

40

終業式，教室清掃

シラバス（授業計画書）
科目名（総合演習Ｃ）
学科名

日本語科（１０月生）
学年 ２年

１ 授業の内容
日本語能力試験対策として、数多くの文法の問題を出題パターンごとにドリル形式で解
きこなす。また、文化祭や小学校と連携した国際交流会にも主体的に参加し、様々な場面
で日本語を運用する機会を設ける。
２ 到達目標
日本語能力試験の文法問題の正答率が上がることを目標とする。また、交流イベントで
は机上では学べない生きた日本語の運用力を養うことを目標とする。
３ 授業の方法
デスクワークのほか，時間を計って模擬試験をしたり，課外活動を行ったりする。
４ 成績評価方法・基準
出席状況，授業態度，試験結果，レポートなどを総合して評価する。
試験結果 ８０％
授業態度 ２０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
模擬試験で間違ったところはしっかり復習しておく。わからないところはノートにまと
めて、学校で質問する。
７ 使用教材，教具
『ドリル＆ドリルＮ３文法』ユニコム
８ 学生へのメッセージ
問題を解いて、わからない箇所はそのままにせず、既習の『日本語総まとめＮ３文法』
で意味や使い方を調べるなどしましょう。それでもわからない場合は、質問事項をメモし
て、授業で質問するようにしましょう。
９ 教員氏名（高塚俊郎）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（総合演習Ｃ）１０月生
回数

授業内容

1

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第１回（文の文法１，文の文法２），第１回（文章の文法・解答）

2

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第２回（文の文法１，文の文法２），第１回（文章の文法・解説）

3

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第３回（文の文法１，文の文法２），第２回（文章の文法・解答

4

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第４回（文の文法１，文の文法２），第２回（文章の文法・解説）

5

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第５回（文の文法１，文の文法２），第３回（文章の文法・解答）

6

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第６回（文の文法１，文の文法２），第３回（文章の文法・解説）

7

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第７回（文の文法１，文の文法２），第４回（文章の文法・解答）

8

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第８回（文の文法１，文の文法２），第４回（文章の文法・解説

9

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第９回（文の文法１，文の文法２），第５回（文章の文法・解答）

10

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第１０回（文の文法１，文の文法２），第５回（文章の文法・解説）

11

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第１１回（文の文法１，文の文法２），第６回（文章の文法・解答）

12

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第１２回（文の文法１，文の文法２），第６回（文章の文法・解説

13

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第１３回（文の文法１，文の文法２），第７回（文章の文法・解答）

14

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第１４回（文の文法１，文の文法２），第７回（文章の文法・解説）

15

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第１５回（文の文法１，文の文法２），第８回（文章の文法・解答）

16

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第１６・１７回（文の文法１），第８回（文章の文法・解説）

17

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第１８・１９回（文の文法１），第９回（文章の文法・解答）

18

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第２０・２１回（文の文法１），第９回（文章の文法・解説）

19

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第２２・２３回（文の文法１），第１０回（文章の文法・解答）

20

『ドリル＆ドリルＮ３文法』復習（文の文法１，文の文法２），第１０回（文章の文法・解説）

21

県警講話

22

防火講話

23

こころフェスティバルの準備（掲示物や材料等）

24

こころフェスティバルでの異文化体験と国際交流

25

こころフェスティバルでの異文化体験と国際交流

26

こころフェスティバルでの異文化体験と国際交流

27

課外授業（銭座小学校国際交流会）

28

課外授業（銭座小学校国際交流会）

29

課外授業（着物体験）

30

課外授業（着物体験）

31

ＪＬＰＴ模擬試験 解き方の説明と諸注意

32

ＪＬＰＴ模擬試験

33

ＪＬＰＴ模擬試験

34

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

35

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

36

合同ＪＬＰＴ模擬試験

37

合同ＪＬＰＴ模擬試験

38

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

39

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

40

長期休暇前オリエンテーション，終業式，教室清掃

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初中級１）
学科名

日本語科

学年 ２年（A クラス）
１ 授業の内容
日本語初中級（１～４）で文型の基礎を体系的に学習し，留学生が日常生活を営む上で
必要な運用力を養成する。また，漢字の読み書きを基本的なものから段階的に学習する。
２ 到達目標
既習文型を用いて各課における行動目標を遂行できるよう，学習者が自分で考え，自ら
発信し，会話できるようになることを目指す。また，日本語能力試験Ｎ５・４の漢字を部
首の意味まで覚え，新出漢字の意味も推測できるようになることを目指す。
３ 授業の方法
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークで会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ５０％
出席状況 ２０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語や漢字の暗記、文法練習プリント等を課す。
７ 使用教材，教具
『日本語初級①大地 メインテキスト』スリーエーネットワーク
『日本語初級①大地 文型説明と翻訳』スリーエーネットワーク
『文法まとめリスニング初級①―日本語初級Ⅰ大地準拠』スリーエーネットワーク
『日本語初級＜１＞大地 基礎問題集』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 聴解タスク２５』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 書いて覚える文型練習帳』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 初級で読めるトピック２５』スリーエーネットワーク
『ストーリーで覚える漢字３００』くろしお出版
『シャドーウィング 日本語を話そう！初～中級編』くろしお出版

８ 学生へのメッセージ
徐々に話せる言葉が増えてくると同時に，言語構造についても理解が深まってきます。
留学生活を活かし，言語習得の面白さを感じながら，日本語力向上に繋げていきましょう。
９ 教員氏名（阿部哲也）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初中級１）
回数

授業内容
・シャドーウィング５③

1

・『大地』２９課 新語導入
・『大地』２９課 文型１
・『大地』２９課 新語クイズ①

2

・『大地』２９課 文型２，３
・『ストーリー漢字３００』１５１-１５５
・シャドーウィング５④

3

・『大地』２９課 新語クイズ②
・『大地』２９課 文型４
・『大地』２９課 使いましょう
・『大地』２９課 新語クイズ③

4

・『大地』２９課 会話・例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』１５６-１６０
・シャドーウィング５⑤

5

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』２８課
・『聴解タスク２５』２８課
・『大地』３０課 新語導入

6

・『大地』３０課 文型１
・『ストーリー漢字３００』１６１-１６５
・シャドーウィング５⑥

7

・『大地』３０課 新語クイズ①
・『大地』３０課 文型２
・『大地』３０課 新語クイズ②

8

・『大地』３０課 文型３
・『大地』３０課 使いましょう１，２
・『ストーリー漢字３００』１６６-１７０
・シャドーウィング５⑦

9

・『大地』３０課 会話・例文・参考語
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３１課

10

・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』３１課 p.32-35
・『ストーリー漢字３００』１７１-１７５
・シャドーウィング１①

11

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第９回
・漢字テスト 第９回

12

・『大地』３１課 新語導入
・『大地』３１課 文型１，２
・シャドーウィング１②

13

・『大地』３１課 新語クイズ①
・『大地』３１課 文型３

14

・『大地』３１課 新語クイズ②

・『大地』３１課 文型４
・シャドーウィング１③
15

・『大地』３１課 新語クイズ③
・『大地』３１課 文型５
・『大地』３１課 使いましょう

16

・復習
・『大地』２８・２９課テスト
・シャドーウィング１④

17

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３０課
・『大地』３２課 新語導入
・『大地』３２課 新語クイズ①

18

・『大地』３２課 文型１
・『ストーリー漢字３００』１７６-１８０
・シャドーウィング１⑤

19

・『大地』３２課 新語クイズ②
・『大地』３２課 文型２
・『大地』３２課 新語クイズ③

20

・『大地』３２課 文型３
・『ストーリー漢字３００』１８１-１８５
・シャドーウィング１⑥

21

・『大地』３２課 使いましょう１，２
・『大地』３２課 会話・例文・参考語

22

・復習
・『大地』 まとめ６（p.63，64）テスト
・シャドーウィング１⑦

23

・復習
・『大地』３０・３１課テスト，３２課テスト
・『大地』３３課 新語導入

24

・『大地』３３課 文型１（動詞）
・『ストーリー漢字３００』１８６-１８７
・シャドーウィング１⑧

25

・『大地』３３課 新語クイズ①
・『大地』３３課 文型１（い・な形容詞，名詞）

26

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第１０回
・漢字テスト 第１０回
・シャドーウィング１⑩

27

・『大地』３３課 新語クイズ②
・『大地』３３課 文型２

28
29

・『大地』３３課 使いましょう
・『大地』３３課 会話・例文・参考語
・シャドーウィング２①
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３２課

・『聴解タスク』３２課
30

・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』３２課 41-44，46,47
・シャドーリング２②

31

・『大地』３４課 新語導入
・『大地』３４課 文型１，２
・『大地』３４課 新語クイズ①，②

32

・『大地』３４課 文型３
・『ストーリー漢字３００』１８８-１９２
・シャドーウィング２③

33

・『大地』３４課 文型４
・『大地』３４課 使いましょう
・『大地』３４課 会話・例文・参考語

34

・『聴解タスク』２９，３８課
・『ストーリー漢字３００』１９３-１９７
・シャドーウィング２④

35

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』２９課
・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』p.87-91

36

・復習
・３３・３４課テスト
・シャドーウィング２⑤

37

・『大地』３５課 新語導入
・『大地』３５課 文型１，２

38

・『大地』３５課 新語クイズ①
・『大地』３５課 文型３
・シャドーウィング２⑥

39

・『大地』３５課 新語クイズ②
・『大地』３５課 使いましょう１，２
・『大地』３５課 文型４
・『大地』３５課 会話・例文・参考語

40

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４２課
・『ストーリー漢字３００』１９８-２０２

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初中級２）
学科名

日本語科

学年 ２年（A クラス）
１ 授業の内容
日本語初中級（１～４）で文型の基礎を体系的に学習し，留学生が日常生活を営む上で
必要な運用力を養成する。また，漢字の読み書きを基本的なものから段階的に学習する。
２ 到達目標
既習文型を用いて各課における行動目標を遂行できるよう，学習者が自分で考え，自ら
発信できるようになることを目指す。また，日本語能力試験Ｎ５・４の漢字をマスターし，
部首の意味まで覚えることで，新出漢字の意味も推測できるようになることを目指す。
３ 授業の方法
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークで会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ５０％
出席状況 ２０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークで会話の練習も行う。
７ 使用教材，教具
『日本語初級②大地 メインテキスト』スリーエーネットワーク
『日本語初級②大地 文型説明と翻訳』スリーエーネットワーク
『日本語初級＜Ⅱ＞大地 基礎問題集』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅱ 聴解タスク２５』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅱ 書いて覚える文型練習帳』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅱ 初級で読めるトピック２５』スリーエーネットワーク
『ストーリーで覚える漢字３００』くろしお出版
『シャドーウィング 日本語を話そう！初～中級編』くろしお出版

８ 学生へのメッセージ
語彙も増え，聞いてわかる言葉が増えてきたのではないでしょうか。その分，文型だけ
でなく，漢字も難易度が上がってきますが，漢字の成り立ちやつくりにも興味を持ちなが
ら，少しずつ覚えていきましょう。
９ 教員氏名（阿部哲也）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初中級２）
回数

授業内容
・シャドーウィング２⑦

1

・『大地』３６課 新語導入
・『大地』３６課 文型１
・『大地』３６課 新語クイズ①

2

・『大地』３６課 文型２，３
・『ストーリー漢字３００』２０３-２０６
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング２⑧

3

・『大地』３６課 新語クイズ②
・『大地』３６課 文型４

4

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第１１回
・漢字テスト 第１１回
・シャドーウィング２⑨

5

・『大地』３６課 使いましょう
・『大地』３６課 会話・例文・参考語
・『聴解タスク』３７課

6
7

・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』p.78-86
ＨＷ 基礎問題集３７課
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３７課
・『大地』３５・３６課テスト
・『大地』３７課 新語導入

8

・『大地』３７課 文型１
・『ストーリー漢字３００』２０７-２１１
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング３①

9

・『大地』新語クイズ①，②
・『大地』３７課 文型２
・『大地』３７課 使いましょう
・『大地』新語クイズ③
・『大地』３７課 文型３

10

・『大地』３７課 会話・例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』２１２-２１６
ＨＷ 基礎問題集３７課，漢字練習
・シャドーウィング３②

11

・『聴解タスク』４３課
・『大地』まとめ７（p.95,96）テスト
ＨＷ 『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４３課
・『大地』３８課 新語導入

12

・『大地』３８課 文型１
・『ストーリー漢字３００』２１７-２２１

ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング３③
13

・『大地』新語クイズ①
・『大地』３８課 文型２，３
・『大地』新語クイズ②
・『大地』３８課 文型４

14

・『大地』３８課 使いましょう
・『ストーリー漢字３００』２２２-２２６
ＨＷ 漢字練習
・シャドーウィング３④

15

・『大地』３８課 新語クイズ③
・『大地』３８課 会話・例文・参考語
・『聴解タスク』３３課
・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第１２回

16

・漢字テスト 第１２回
ＨＷ 基礎問題集３８課
・シャドーウィング３⑤

17

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３３課
・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』３３課 p.48-52
・『大地』３９課 新語導入

18

・『大地』３９課 文型１
ＨＷ 新語練習
・シャドーウィング３⑥

19

・『大地』３９課 新語クイズ①
・『大地』３９課 文型２
・『大地』３９課 新語クイズ②，③

20

・『大地』３９課 文型３
・『ストーリー漢字３００』２２７-２３１
ＨＷ 漢字練習
・シャドーウィング３⑦

21

・復習
・『大地』３７課テスト、３８・３９課テスト
・『大地』３９課 使いましょう

22

・『大地』３９課 会話・例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』２３２-２３６
ＨＷ 基礎問題集３９課
・シャドーウィング３⑧

23

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４７課
・『聴解タスク』４７課

24
25

・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』４７課 138-142
・シャドーウィング４①
・『大地』４０課 新語導入

・『大地』４０課 文型１
・『大地』４０課 新語クイズ①，②
26

・『大地』４０課 文型２
・『ストーリー漢字３００』２３７-２４１
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング４②

27

・『大地』４０課 新語クイズ③
・『大地』４０課 文型３，４
・『大地』４０課 使いましょう

28

・『ストーリー漢字３００』２４２-２４３
ＨＷ 基礎問題集４０課，漢字練習
・シャドーウィング４③

29

・『大地』４０課 会話・例文・参考語
ＨＷ 『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４８課

30
31
32

・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』p.143-148
・『聴解タスク』４８課
・『大地』４０・４１課テスト
・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第１３回
・漢字テスト 第１３回
・シャドーウィング４④

33

・『大地』４１課 新語導入
・『大地』４１課 文型１，２
・『大地』４１課 新語クイズ①

34

・『大地』４１課 文型３，４
・『ストーリー漢字３００』２４４-２４８
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング４⑤

35

・『大地』４１課 新語クイズ②
・『大地』４１課 文型５，６
・『大地』４１課 新語クイズ③
・『大地』４１課 使いましょう

36

・『大地』４１課 例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』２４９-２５３
ＨＷ 漢字練習，基礎問題集４１課
・シャドーウィング４⑥

37

・『大地』４１課 会話
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４９課
・『聴解タスク』４９課

38

・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』p.151-153
・『大地』まとめ８（p.127,128）テスト

39

・総合テストⅡ

40

・総合テストⅡ

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初中級３）
学科名

日本語科

学年 ２年（A クラス）
１ 授業の内容
初級から中級への橋渡し教材としてテキスト『中級へ行こう』を使用する。日本語能力
試験Ｎ４・Ｎ３程度の文型を用いて、多様なテーマで書かれた丁寧体の読み物を通し、日
本語の「読む・書く・聞く・話す」といった４技能を総合的に学習する。日本語能力試験
対策のための補助教材として『パターン別徹底ドリル』と『日本語総まとめ』を用い、各
分野（語彙・文法・読解・聴解）の出題傾向を押さえながら、Ｎ３の語彙や文型への習熟
を図る。
２ 到達目標
ディスカッション等の活動のための予備知識を習得しながら、中級の特色であるまとり
のある文にも「読む・書く・聞く・話す」の４技能で対応できる力を身に付ける。さらに、
日本語能力試験Ｎ４・Ｎ３の出題傾向や頻出文型についても知識が深まり、模擬試験の正
答率が上がることを目標とする。
３ 授業の方法
総合日本語と日本語能力試験対策の時間に分けて、それぞれティームティーチングで指
導していく。グループワークで会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ５０％
出席状況 ２０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語の意味調べや漢字の学習プリントを課す。授業前に予習をして質問などが
あれば、ノートにまとめておく。
７ 使用教材，教具
『中級へ行こう』スリーエーネットワーク
『パターン別徹底ドリルＮ３』アルク
『日本語総まとめＮ３文法』アスク

８ 学生へのメッセージ
中級に入り、学習項目としてよりくだけた話し言葉や、よりかしこまった書き言葉も多
く見聞きするようになります。類義語や文型の簡単な言い換えを覚えるなどして対策に努
めましょう。
９ 教員氏名（阿部哲也）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初中級３）
回数
1
2
3
4
5
6
7

授業内容
『中級へ行こう』１課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
『中級へ行こう』１課 学習項目１，２
ＨＷ １課言葉・漢字クイズ，新語練習
『中級へ行こう』１課 学習項目３，４，大切な文を書き写しましょう
『中級へ行こう』１課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文，清書
ＨＷ １課大切な文を書き写しましょう，２課新しい言葉
『中級へ行こう』２課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
『中級へ行こう』２課 学習項目１，２
ＨＷ ２課言葉クイズ，新語練習
『日本語総まとめＮ３文法』第１週 １・２日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

8

読解「指示代名詞」基本，応用（１），（２）
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」①１-４

9

『日本語総まとめＮ３文法』第１週 ３・４日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

10

聴解「課題理解」基本，応用①-④
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」①５-８

11
12
13
14
15
16
17

『中級へ行こう』２課 学習項目３，４
『中級へ行こう』２課 学習項目５
ＨＷ ２課漢字クイズ，大切な文を書き写しましょう
『中級へ行こう』２課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
『中級へ行こう』復習１，２課

練習帳「新しい文型と表現」，２課ごとテスト

ＨＷ 作文の清書，３課新しい言葉
『中級へ行こう』３課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
『中級へ行こう』３課 学習項目１，２
ＨＷ ３課言葉・漢字クイズ，新語練習
『日本語総まとめＮ３文法』第１週 ５・６日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

18

読解「理由」基本，応用（１），（２）
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」①９-１２

19

『日本語総まとめＮ３文法』第１週 ７日目， 第２週 １日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

20

聴解「ポイント理解」基本，応用①-④
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」②１-４

21
22
23

『中級へ行こう』３課 学習項目３，４
『中級へ行こう』３課 学習項目５，６
ＨＷ ３課大切な文を書き写しましょう，４課新しい言葉
『中級へ行こう』３課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文

24
25
26
27

『中級へ行こう』４課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
ＨＷ 作文の清書，新語練習
『中級へ行こう』４課 学習項目１，２
『中級へ行こう』４課 学習項目３
ＨＷ ４課言葉・漢字クイズ
『日本語総まとめＮ３文法』第２週 ２・３日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

28

読解「内容一致」基本
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」②５-８

29

『日本語総まとめＮ３文法』第２週 ４・５日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

30

聴解「概要理解」基本，応用①-④
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」②９-１２

31
32
33
34
35
36
37

『中級へ行こう』４課 学習項目４，５
『中級へ行こう』４課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
ＨＷ ４課大切な文を書き写しましょう，作文の清書，５課新しい言葉
『中級へ行こう』復習３・４課

練習帳「新しい文型と表現」，２課ごとテスト

『中級へ行こう』５課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
ＨＷ ５課言葉クイズ，新語練習
『中級へ行こう』５課 学習項目１，２
『中級へ行こう』５課 学習項目３，４
ＨＷ ５課漢字クイズ，大切な文を書き写しましょう
『日本語総まとめＮ３文法』第２週 ６・７日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

38

読解「内容一致」応用
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」③１-４

39

『日本語総まとめＮ３文法』第３週 １・２日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

40

聴解「発話表現」基本，応用①-④
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」③５-８

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初中級４）
学科名

日本語科

学年 ２年（A クラス）
１ 授業の内容
日本語能力試験Ｎ４・Ｎ３程度の文型を用いて、多様なテーマで書かれた普通体の読み
物を通して、日本語の「読む・書く・聞く・話す」といった４技能を総合的に学習する。
日本語能力試験対策のための補助教材として『パターン別徹底ドリル』と『日本語総まと
め』を用い、各分野（語彙・文法・読解・聴解）の出題傾向をすべて押さえながら反復練
習し、Ｎ３の語彙や文型へのより深い習熟を図る。
２ 到達目標
ディスカッション等の活動を通して、よりまとまった文、より長い文章にも４技能で対
応できる力を身に付ける。さらに、日本語能力試験Ｎ３の出題傾向や頻出文型についても
知識が深まり、模擬試験の正答率が上がることを目標とする。
３ 授業の方法
総合日本語と日本語能力試験対策の時間に分けて、それぞれティームティーチングで指
導していく。グループワークで会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ５０％
出席状況 ２０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項

６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語の意味調べや漢字の学習プリントを課す。授業前に予習をして質問などが
あれば、ノートにまとめておく。
７ 使用教材，教具
『中級へ行こう』スリーエーネットワーク
『パターン別徹底ドリルＮ３』アルク
『日本語総まとめＮ３文法』アスク出版

８ 学生へのメッセージ
メインテキスト『中級へ行こう』も後半になるにつれて、既習文型が増えてきます。文
型の簡単な言い換えのほか、類似している文型の要点整理など、課外における自主学習の
時間をとることも心がけましょう。『日本語総まとめＮ３』は授業前に予習をして、授業
中に質問や作例するなどして理解を深めましょう。
９ 教員氏名（阿部哲也）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初中級４）
回数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

授業内容
『中級へ行こう』５課 学習項目５，６
『中級へ行こう』５課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
ＨＷ 作文の清書，６課新しい言葉
『中級へ行こう』６課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
『中級へ行こう』６課 学習項目１，２
ＨＷ ６課言葉・漢字クイズ，新語練習
『中級へ行こう』６課 学習項目３，４
『中級へ行こう』６課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
ＨＷ ６課大切な文を書き写しましょう，作文の清書，７課新しい言葉
『日本語総まとめＮ３文法』第３週 ３・４日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』
読解「情報検索」基本，応用
『日本語総まとめＮ３文法』第３週 ５・６日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』
聴解「即時応答」基本，応用①-④
『中級へ行こう』復習５・６課

練習帳「新しい文型と表現」，２課ごとテスト

『中級へ行こう』７課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
ＨＷ ７課言葉クイズ，新語練習
『中級へ行こう』７課 学習項目１，２
『中級へ行こう』７課 学習項目３，４
ＨＷ ７課漢字クイズ①
『中級へ行こう』７課 学習項目５
『中級へ行こう』７課 学習項目６，７
ＨＷ ７課漢字クイズ②，大切な文を書き写しましょう
『日本語総まとめＮ３文法』第３週 ７日目，第４週 １日目
『中級へ行こう』７課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
ＨＷ 作文の清書，８課新しい言葉
『日本語総まとめＮ３文法』第４週 ２・３日目
『中級へ行こう』８課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
ＨＷ ８課言葉クイズ，新語練習
『中級へ行こう』８課 学習項目１，２
『中級へ行こう』８課 学習項目３，４
ＨＷ ８課漢字クイズ，大切な文を書き写しましょう
『中級へ行こう』８課 学習項目５，６
『中級へ行こう』８課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
ＨＷ 作文の清書，９課新しい言葉

25

『中級へ行こう』復習８課

26

『中級へ行こう』９課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ

練習帳「新しい文型と表現」，２課ごとテスト

ＨＷ ９課言葉クイズ，新語練習
27
28

『日本語総まとめＮ３文法』第４週 ４・５日目
『中級へ行こう』９課 学習項目１，２
ＨＷ ５課漢字クイズ，大切な文を書き写しましょう

29

『日本語総まとめＮ３文法』第４週 ６・７日目

30

『中級へ行こう』９課 学習項目３，６

31

『中級へ行こう』９課 学習項目４，５

32
33
34
35
36
37
38

『中級へ行こう』９課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
ＨＷ ９課 作文の清書，１０課新しい言葉
『中級へ行こう』１０課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
『中級へ行こう』１０課 学習項目１，２
ＨＷ １０課言葉クイズ，新語練習
『中級へ行こう』１０課 学習項目３，４
『中級へ行こう』１０課 学習項目５，６
ＨＷ ５課漢字クイズ，大切な文を書き写しましょう
『日本語総まとめＮ３文法』第５週 １・２日目
『中級へ行こう』１０課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
ＨＷ １０課 作文の清書

39

『日本語総まとめＮ３文法』第５週 ３・４日目

40

『中級へ行こう』復習９・１０課

練習帳「新しい文型と表現」，２課ごとテスト

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語中級１）
学科名

日本語科

学年 ２年（A クラス）
１ 授業の内容
長めの読み物を読み、Ｎ３程度の文型を用いて一般的で抽象的な事柄をテーマに、ペア
やグループで会話や短作文するなど、「読む・書く・聞く・話す」の４技能において総合的
な学習を進めていく。プラスアルファとして、四字熟語やステレオタイプ、擬音語につい
ても学習する。
２ 到達目標
長めの読み物を読み、Ｎ３程度の文型を用いて一般的で抽象的な事柄をテーマに、会話
や短作文ができることを目標とする。また、ディスカッションなどに必要な豊富な語彙や
多様な背景知識を身に付けることも目標とする。
３ 授業の方法
総合日本語のテキストをメインに、ティームティーチングで指導していく。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ５０％
出席状況 ２０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語の意味調べや漢字の学習プリントを課す。授業前に予習をして質問などが
あれば、ノートにまとめておく。
７ 使用教材，教具
『中級を学ぼう 中級前期』スリーエーネットワーク
『日本語総まとめＮ３文法』アスク
８ 学生へのメッセージ
クラスで自信を持って発話できるよう、新語の意味調べや暗記など、しっかりと予習・
復習の習慣をつけましょう。

９ 教員氏名（阿部哲也）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語中級１）
回数

授業内容

1

『日本語総まとめＮ３文法』第５週 ５・６日目

2

『日本語総まとめＮ３文法』第５週 ７日目， 第６週 １日目

3

『日本語総まとめＮ３文法』第６週 ２・３日目

4

『日本語総まとめＮ３文法』第６週 ４・５日目

5

『日本語総まとめＮ３文法』第６週 ６・７日目

6

『日本語総まとめＮ３文法』総合復習

7

『日本語総まとめＮ３文法』総合テスト

8

『中級を学ぼう 中級前期』第１課 扉のページ，新しいことば

9

『中級を学ぼう 中級前期』第１課 ことばの練習，学習項目１・２

10

『中級を学ぼう 中級前期』第１課 学習項目３
ＨＷ 「練習帳」第１課 漢字の復習

11

『中級を学ぼう 中級前期』第１課 学習項目４

12

『中級を学ぼう 中級前期』第１課 学習項目５

13

『中級を学ぼう 中級前期』第１課 学習項目６

14
15
16
17
18
19
20

『中級を学ぼう 中級前期』第１課 学習項目７
ＨＷ 「練習帳」第１課 大切な文を書き写しましょう
『中級を学ぼう 中級前期』第１課 学習項目８・９
『中級を学ぼう 中級前期』第１課 本文読解，音読，聴解
ＨＷ 第２課 新しい言葉
『中級を学ぼう 中級前期』第１課 プラスアルファ，作文導入
『中級を学ぼう 中級前期』第２課 扉のページ，新しいことば
ＨＷ 第１課作文
『中級を学ぼう 中級前期』第２課 ことばの練習，学習項目１
『中級を学ぼう 中級前期』第２課 学習項目２，３
ＨＷ 「練習帳」第２課 漢字の復習

21

『中級を学ぼう 中級前期』第２課 学習項目４

22

『中級を学ぼう 中級前期』第２課 学習項目５

23

『中級を学ぼう 中級前期』第２課 学習項目６

24
25
26
27
28
29

『中級を学ぼう 中級前期』第２課 学習項目７
ＨＷ 「練習帳」第２課 大切な文を書き写しましょう，作文
『中級を学ぼう 中級前期』第２課 本文読解，音読，聴解，プラスアルファ，作文導入
『中級を学ぼう 中級前期』第１・２課 復習，テスト
ＨＷ 「練習帳」第３課 新しい言葉
『中級を学ぼう』第３課 扉のページ，新しいことば
『中級を学ぼう 中級前期』第３課 ことばの練習，学習項目１
ＨＷ 「練習帳」第３課 漢字の復習
『中級を学ぼう 中級前期』第３課 学習項目２，３

30

『中級を学ぼう 中級前期』第３課 学習項目４

31

『中級を学ぼう 中級前期』第３課 学習項目５

32
33
34
35
36

『中級を学ぼう 中級前期』第３課 学習項目６，７
ＨＷ 「練習帳」第３課 大切な文を書き写しましょう
『中級を学ぼう 中級前期』第３課 本文読解，音読，聴解
『中級を学ぼう 中級前期』第３課 プラスアルファ，作文導入
ＨＷ 第３課作文，「練習帳」第４課 新しい言葉
『中級を学ぼう 中級前期』第４課 扉のページ，新しいことば
『中級を学ぼう 中級前期』第４課 ことばの練習，学習項目１
ＨＷ 「練習帳」第４課 漢字の復習

37

『中級を学ぼう 中級前期』第４課 学習項目２

38

『中級を学ぼう 中級前期』第４課 学習項目３，４

39

『中級を学ぼう 中級前期』第４課 学習項目５，６

40

『中級を学ぼう 中級前期』第４課 学習項目７
ＨＷ 「練習帳」第４課 大切な文を書き写しましょう

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語中級２）
学科名

日本語科

学年 ２年（A クラス）
１ 授業の内容
長めの読み物を読み、Ｎ３程度の文型を用いて一般的で抽象的な事柄をテーマに、ペア
やグループで会話や短作文するなど、「読む・書く・聞く・話す」の４技能において総合的
な学習を進めていく。プラスアルファとして、自己アピールやディベートの仕方について
も学習する。
２ 到達目標
長めの読み物を読み、Ｎ３程度の文型を用いて一般的で抽象的な事柄をテーマに、会話
や短作文ができることを目標とする。また、自己アピールやディベートの仕方を身に付け
ることも目標とする。
３ 授業の方法
総合日本語のテキストをメインに、ティームティーチングで指導していく。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ５０％
出席状況 ２０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語の意味調べや漢字の学習プリントを課す。授業前に予習をして質問などが
あれば、ノートにまとめておく。
７ 使用教材，教具
『中級を学ぼう 中級前期』スリーエーネットワーク
８ 学生へのメッセージ
自己アピールやディベートなど、発話を要する活動が増えてきます。普段から順序立て
て話すことを意識しましょう。相手に自分の気持ちや意見を上手に伝えるためには、相手
の話を聞くことも重要です

９ 教員氏名（阿部哲也）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語中級２）
回数
1
2
3
4

授業内容
『中級を学ぼう 中級前期』第４課 本文読解，音読，聴解
『中級を学ぼう 中級前期』第４課 プラスアルファ，作文導入
ＨＷ 第４課作文，「練習帳」第５課 新しい言葉
『中級を学ぼう 中級前期』第３・４課 復習，テスト
『中級を学ぼう 中級前期』第５課 扉のページ，新しいことば
ＨＷ 「練習帳」第５課 漢字の復習

5

『中級を学ぼう 中級前期』第５課 ことばの練習，学習項目１

6

『中級を学ぼう 中級前期』第５課 学習項目２

7

『中級を学ぼう 中級前期』第５課 学習項目３

8
9
10
11
12
13
14

『中級を学ぼう 中級前期』第５課 学習項目４
ＨＷ 「練習帳」第５課 大切な文を書き写しましょう
『中級を学ぼう 中級前期』第５課 学習項目５
『中級を学ぼう 中級前期』第５課 学習項目６
ＨＷ 「練習帳」第６課 新しい言葉
『中級を学ぼう 中級前期』第５課 本文読解，音読，聴解，プラスアルファ，作文
『中級を学ぼう 中級前期』第６課 扉のページ，新しいことば
ＨＷ 第５課作文
『中級を学ぼう 中級前期』第６課 ことばの練習，学習項目１
『中級を学ぼう 中級前期』第６課 学習項目２
ＨＷ 「練習帳」第６課 漢字の復習

15

『中級を学ぼう 中級前期』第６課 学習項目３

16

『中級を学ぼう 中級前期』第６課 学習項目４

17

『中級を学ぼう 中級前期』第６課 学習項目５

18
19
20

『中級を学ぼう 中級前期』第６課 学習項目６
ＨＷ 「練習帳」第６課 大切な文を書き写しましょう
『中級を学ぼう 中級前期』第６課 本文読解，音読，聴解
『中級を学ぼう 中級前期』第６課 プラスアルファ，作文導入
ＨＷ 第６課作文， 「練習帳」第７課 新しい言葉

21

『中級を学ぼう 中級前期』第５・６課 復習，テスト

22

『中級を学ぼう 中級前期』第７課 扉のページ，新しいことば

23

『中級を学ぼう 中級前期』第７課 ことばの練習，学習項目１

24
25
26
27

『中級を学ぼう 中級前期』第７課 学習項目２
ＨＷ 「練習帳」第７課 漢字の復習
『中級を学ぼう 中級前期』第７課 学習項目３，４
『中級を学ぼう 中級前期』第７課 学習項目５
ＨＷ 「練習帳」第７課 大切な文を書き写しましょう
『中級を学ぼう 中級前期』第７課 学習項目６

28

『中級を学ぼう 中級前期』第７課 学習項目７

29

『中級を学ぼう 中級前期』第７課 本文読解，音読，聴解

30
31
32

『中級を学ぼう 中級前期』第７課 プラスアルファ，作文導入
ＨＷ 第７課作文，「練習帳」第８課 新しい言葉
『中級を学ぼう 中級前期』第８課 扉のページ，新しいことば
『中級を学ぼう 中級前期』第８課 ことばの練習，学習項目１
ＨＷ 「練習帳」第８課 漢字の復習

33

『中級を学ぼう 中級前期』第８課 学習項目２

34

『中級を学ぼう 中級前期』第８課 学習項目３

35

『中級を学ぼう 中級前期』第８課 学習項目４

36

『中級を学ぼう 中級前期』第８課 学習項目５

37

『中級を学ぼう 中級前期』第８課 学習項目６

38
39
40

『中級を学ぼう 中級前期』第８課 本文読解，音読，聴解
ＨＷ 「練習帳」第８課 大切な文を書き写しましょう
『中級を学ぼう 中級前期』第８課 プラスアルファ，作文導入
『中級を学ぼう 中級前期』第７・８課 復習，テスト
ＨＷ 第８課作文

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語中級３）
学科名

日本語科

学年 ２年（A クラス）
１ 授業の内容
Ｎ３程度の文型を用いたより長めの文章を通して精読や聴解をするだけでなく、記事や
調査書などの生教材を通して文章の大意をとる練習も行う。
「読む・書く・聞く・話す」の
４技能を総合的に学習できるよう、関連して多様な語彙、漢字も学習する。プラスアルフ
ァとして、ことわざ、図形に関することば、体の部位と動作など、多様な表現も学ぶ。
２ 到達目標
豊富な語彙、表現を身に付け、Ｎ３程度の文型を用いたより長めの文章の読解や聴解、
作文ができることを目標とする。発展して、プレゼンテーションなどの原稿の準備ができ
ることも目標とする。
３ 授業の方法
総合日本語のテキストをメインに、ティームティーチングで指導していく。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ５０％
出席状況 ２０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語の意味調べや漢字の学習プリントを課す。授業前に予習をして質問などが
あれば、ノートにまとめておく。
７ 使用教材，教具
『中級を学ぼう 中級中期』スリーエーネットワーク
８ 学生へのメッセージ
多様なテーマにおいてクラスで意見交換することで、他者や他国のことについてだけで
なく、自分や自国のことについても理解を深めることができます。有意義なディスカッシ
ョンができるよう、日常生活でも普段から気付きを日本語でメモしておくなど工夫してみ
ましょう。

９ 教員氏名（阿部哲也）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語中級３）
回数

授業内容

1

『中級を学ぼう 中級中期』第１課 扉のページ，ことばを確かめよう，学習項目１

2

『中級を学ぼう 中級中期』第１課 学習項目２・３

3

『中級を学ぼう 中級中期』第１課 学習項目４・５

4

『中級を学ぼう 中級中期』第１課 本文，内容を確かめよう

5

『中級を学ぼう 中級中期』第１課 聴解１・２

6

『中級を学ぼう 中級中期』第１課 作文，プラスアルファ，関連読み物

7

『中級を学ぼう 中級中期』第２課 扉のページ，ことばを確かめよう，
学習項目１，学習項目の練習１

8

『中級を学ぼう 中級中期』第２課 学習項目２・３，学習項目の練習２・３・４・５

9

『中級を学ぼう 中級中期』第２課 学習項目４，学習項目の練習６・７

10

『中級を学ぼう 中級中期』第２課 学習項目５，学習項目の練習８

11

『中級を学ぼう 中級中期』第２課 学習項目６，学習項目の練習９

12

『中級を学ぼう 中級中期』第２課 本文，内容を確かめよう

13

『中級を学ぼう 中級中期』第２課 聴解１・２

14

『中級を学ぼう 中級中期』第２課 作文，プラスアルファ，関連読み物

15

『中級を学ぼう 中級中期』第１・２課 復習，テスト

16

『中級を学ぼう 中級中期』第３課 扉のページ，本文のキーワード，
ことばを確かめよう，学習項目１，学習項目の練習１

17

『中級を学ぼう 中級中期』第３課 学習項目２・３，学習項目の練習２・３

18

『中級を学ぼう 中級中期』第３課 学習項目４・５，学習項目の練習４・５・６

19

『中級を学ぼう 中級中期』第３課 学習項目６・７，学習項目の練習７・８

20

『中級を学ぼう 中級中期』第３課 本文，内容を確かめよう

21

『中級を学ぼう 中級中期』第３課 聴解１・２

22

『中級を学ぼう 中級中期』第３課 作文，プラスアルファ，関連読み物

23

『中級を学ぼう 中級中期』第４課 扉のページ，本文のキーワード，ことばを確かめよう

24

『中級を学ぼう 中級中期』第４課 学習項目１・２，学習項目の練習１・２・３

25

『中級を学ぼう 中級中期』第４課 学習項目３・４，学習項目の練習４・５

26

『中級を学ぼう 中級中期』第４課 学習項目５・６，学習項目の練習６・７

27

『中級を学ぼう 中級中期』第４課 本文，内容を確かめよう

28

『中級を学ぼう 中級中期』第４課 聴解１・２

29

『中級を学ぼう 中級中期』第４課 作文，プラスアルファ，関連読み物

30

『中級を学ぼう 中級中期』第３・４課 復習，テスト

31

『中級を学ぼう 中級中期』第５課 扉のページ，本文のキーワード，ことばを確かめよう

32

『中級を学ぼう 中級中期』第５課 学習項目１・２，学習項目の練習１・２

33

『中級を学ぼう 中級中期』第５課 学習項目３・４，学習項目の練習３・４

34

『中級を学ぼう 中級中期』第５課 学習項目５・６，学習項目の練習５・６

35

『中級を学ぼう 中級中期』第５課 本文，内容を確かめよう

36

『中級を学ぼう 中級中期』第５課 聴解１・２

37

『中級を学ぼう 中級中期』第５課 作文，プラスアルファ，関連読み物

38

『中級を学ぼう 中級中期』第６課 扉のページ，本文のキーワード，
ことばを確かめよう，学習項目１，学習項目の練習１

39

『中級を学ぼう 中級中期』第６課 学習項目２・３，学習項目の練習２・３

40

『中級を学ぼう 中級中期』第６課 学習項目４・６，学習項目の練習４・８

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語中級４）
学科名

日本語科

学年 ２年（A クラス）
１ 授業の内容
Ｎ３程度の文型を用いたより長めの文章を通して精読や聴解をするだけでなく、記事や
調査書などの生教材を通して文章の大意をとる練習も行う。
「読む・書く・聞く・話す」の
４技能を総合的に学習できるよう、関連して多様な語彙、漢字も学習する。プラスアルフ
ァとして、世界の地理に関することばなど、多様な表現についても学ぶ。
２ 到達目標
豊富な語彙、表現を身に付け、Ｎ３程度の文型を用いたより長めの文章の読解や聴解、
作文ができることを目標とする。発展して、擬態語やことわざ、ディスカッションやプレ
ゼンテーションの原稿の準備ができることも目標とする。
３ 授業の方法
総合日本語のテキストをメインに、ティームティーチングで指導していく。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ５０％
出席状況 ２０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語の意味調べや漢字の学習プリントを課す。授業前に予習をして質問などが
あれば、ノートにまとめておく。
７ 使用教材，教具
『中級を学ぼう 中級中期』スリーエーネットワーク
８ 学生へのメッセージ
単語の覚え方ひとつをとってみても、耳で覚えたり、書いて覚えたりと、個人差がある
ものです。日本語でメモするだけでも、ある程度の日本語力を要することですが、漢字で
書くよう心がける、日本語で一日一つは質問するなど、自分なりの一歩踏み込んだ予習・
復習の仕方を工夫してみましょう。

９ 教員氏名（阿部哲也）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語中級４）
回数

授業内容

1

『中級を学ぼう 中級中期』第６課 学習項目５，学習項目の練習５・６・７

2

『中級を学ぼう 中級中期』第６課 本文，内容を確かめよう

3

『中級を学ぼう 中級中期』第６課 聴解１・２

4

『中級を学ぼう 中級中期』第６課 作文，プラスアルファ，関連読み物

5

『中級を学ぼう 中級中期』第５・６課 復習，テスト

6

『中級を学ぼう 中級中期』第７課 扉のページ，本文のキーワード，
ことばを確かめよう，学習項目１，学習項目の練習１

7

『中級を学ぼう 中級中期』第７課 学習項目２・３，学習項目の練習２・３・４

8

『中級を学ぼう 中級中期』第７課 学習項目４，学習項目の練習５・６

9

『中級を学ぼう 中級中期』第７課 学習項目５，学習項目の練習７・８

10

『中級を学ぼう 中級中期』第７課 学習項目６，学習項目の練習９・１０

11

『中級を学ぼう 中級中期』第７課 学習項目７，学習項目の練習１１

12

『中級を学ぼう 中級中期』第７課 本文，内容を確かめよう

13

『中級を学ぼう 中級中期』第７課 聴解１・２

14

『中級を学ぼう 中級中期』第７課 作文，プラスアルファ，関連読み物

15

『中級を学ぼう 中級中期』第８課 扉のページ，本文のキーワード，ことばを確かめよう

16

『中級を学ぼう 中級中期』第８課 学習項目１・２，学習項目の練習１・２

17

『中級を学ぼう 中級中期』第８課 学習項目３・４，学習項目の練習３・４

18

『中級を学ぼう 中級中期』第８課 学習項目５，学習項目の練習５・６

19

『中級を学ぼう 中級中期』第８課 本文，内容を確かめよう

20

『中級を学ぼう 中級中期』第８課 聴解１・２

21

『中級を学ぼう 中級中期』第８課 作文，プラスアルファ，関連読み物

22

『中級を学ぼう 中級中期』第７・８課 復習，テスト

23

『中級を学ぼう 中級中期』第９課 扉のページ，本文のキーワード，ことばを確かめよう

24

『中級を学ぼう 中級中期』第９課 学習項目１・２，学習項目の練習１・２・３

25

『中級を学ぼう 中級中期』第９課 学習項目３・４，学習項目の練習４・５・６

26

『中級を学ぼう 中級中期』第９課 学習項目５・６，学習項目の練習７・８

27

『中級を学ぼう 中級中期』第９課 本文，内容を確かめよう

28

『中級を学ぼう 中級中期』第９課 聴解１・２

29

『中級を学ぼう 中級中期』第９課 作文，プラスアルファ，関連読み物

30

『中級を学ぼう 中級中期』第１０課 扉のページ，本文のキーワード，ことばを確かめよう

31

『中級を学ぼう 中級中期』第１０課 学習項目１，学習項目の練習１

32

『中級を学ぼう 中級中期』第１０課 学習項目２，学習項目の練習２

33

『中級を学ぼう 中級中期』第１０課 学習項目３，学習項目の練習３

34

『中級を学ぼう 中級中期』第１０課 学習項目４，学習項目の練習４

35

『中級を学ぼう 中級中期』第１０課 学習項目５，学習項目の練習５

36

『中級を学ぼう 中級中期』第１０課 学習項目６，学習項目の練習６

37

『中級を学ぼう 中級中期』第１０課 本文，内容を確かめよう

38

『中級を学ぼう 中級中期』第１０課 聴解１・２

39

『中級を学ぼう 中級中期』第１０課 作文，プラスアルファ，関連読み物

40

『中級を学ぼう 中級中期』第９・１０課 復習，テスト

シラバス（授業計画書）
科目名（総合演習Ｂ）
学科名

日本語科（１０月生）
学年 ２年

１ 授業の内容
日本語能力試験の対策として模擬試験を行うほか，図書館の仕組みや各国の紙芝居を見
て学ぶ課外活動や、ボランティア活動として精霊流しにも参加する。また，専門課程では
どのような授業を受けるのか，どの程度の日本語力が必要なのかなど知識を得るため，介
護福祉科進学ガイダンスも実施する。
２ 到達目標
模擬試験にて日本語能力試験に合格するための総合的な力を身に付けるほか，課外活動
では日本人とのコミュニケーション能力や生きた日本語の聴解力を身に付けることを目標
とする。
３ 授業の方法
デスクワークのほか，時間を計って模擬試験をしたり，課外活動を行ったりする。
４ 成績評価方法・基準
出席状況，授業態度，試験結果，レポートなどを総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
模擬試験で間違ったところはしっかり復習しておく。わからないところはノートにまと
めて、学校で質問する。
７ 使用教材，教具
『日本語初級②大地』スリーエーネットワーク
８ 学生へのメッセージ
日本語能力試験の解答にあたっては出題パターンの把握と時間配分が大切です。少しで
も本番で力が発揮できるよう，模擬試験を使ってその習熟に努めてください
９ 教員氏名（阿部哲也）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（総合演習Ｂ）１０月生
回数

授業内容
・シャドーウィング

1

・『大地』４２課 新語導入
・『大地』４２課 文型１，２
・『大地』４２課 新語クイズ①，②

2

・『大地』４２課 文型３
・『ストーリー漢字３００』
・シャドーウィング

3

・『大地』４２課 新語クイズ③
・『大地』４２課 使いましょう１，２
・『大地』４２課 使いましょう３

4

・『大地』４２課 例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』
・シャドーウィング

5

・『大地』４２課 会話
・『聴解タスク』５０課

6

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』５０課
・『ストーリー漢字３００』

7

・４２課の復習

8

・『大地』４２課テスト

9

『大地』授業 総まとめ

10

『大地』授業 総まとめ

11

日本の花見文化について，会話練習と実践

12

日本の花見文化について，会話練習と実践

13

日本の季節の文化について

14

日本の季節の文化について

15

日本の季節の文化について

16

介護福祉科奨学金説明会，先輩からの講話

17

介護福祉科奨学金説明会，先輩からの講話感想文と事後指導

18

長期休暇前オリエンテーション
・休暇中の学外での過ごし方についての諸注意

19

県警講話

20

課外活動（図書館裏側ツアー）

21

課外活動（図書館裏側ツアー）

22

課外活動（精霊流し）

23

課外活動（精霊流し）

24

ＪＬＰＴ模擬試験 解き方の説明と諸注意

25

ＪＬＰＴ模擬試験（Ｎ４）

26

ＪＬＰＴ模擬試験（Ｎ４） 解説

27

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

28

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

29

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

30

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

31

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

32

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解き方の説明と諸注意

33

合同ＪＬＰＴ模擬試験（Ｎ４） 解説

34

合同ＪＬＰＴ模擬試験（Ｎ４） 解説

35

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

36

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

37

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

38

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

39

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説
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日本の掃除道具の使い方について，掃除の文化について

シラバス（授業計画書）
科目名（総合演習Ｃ）
学科名

日本語科（１０月生）
学年 ２年（Ｂクラス）

１ 授業の内容
日本語能力試験対策として、数多くの文法の問題を出題パターンごとにドリル形式で解
きこなす。また、文化祭や小学校と連携した国際交流会にも主体的に参加し、様々な場面
で日本語を運用する機会を設ける。
２ 到達目標
日本語能力試験の文法問題の正答率が上がることを目標とする。また、交流イベントで
は机上では学べない生きた日本語の運用力を養うことを目標とする。
３ 授業の方法
デスクワークのほか，時間を計って模擬試験をしたり，課外活動を行ったりする。
４ 成績評価方法・基準
出席状況，授業態度，試験結果，レポートなどを総合して評価する。
試験結果 ８０％
授業態度 ２０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
模擬試験で間違ったところはしっかり復習しておく。わからないところはノートにまと
めて、学校で質問する。
７ 使用教材，教具
『ドリル＆ドリルＮ３文法』ユニコム
８ 学生へのメッセージ
問題を解いて、わからない箇所はそのままにせず、既習の『日本語総まとめＮ３文法』
で意味や使い方を調べるなどしましょう。それでもわからない場合は、質問事項をメモし
て、授業で質問するようにしましょう。
９ 教員氏名（黒川菜未）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（総合演習Ｃ）１０月生
回数

授業内容

1

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第１回（文の文法１，文の文法２），第１回（文章の文法・解答）

2

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第２回（文の文法１，文の文法２），第１回（文章の文法・解説）

3

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第３回（文の文法１，文の文法２），第２回（文章の文法・解答

4

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第４回（文の文法１，文の文法２），第２回（文章の文法・解説）

5

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第５回（文の文法１，文の文法２），第３回（文章の文法・解答）

6

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第６回（文の文法１，文の文法２），第３回（文章の文法・解説）

7

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第７回（文の文法１，文の文法２），第４回（文章の文法・解答）

8

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第８回（文の文法１，文の文法２），第４回（文章の文法・解説

9

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第９回（文の文法１，文の文法２），第５回（文章の文法・解答）

10

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第１０回（文の文法１，文の文法２），第５回（文章の文法・解説）

11

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第１１回（文の文法１，文の文法２），第６回（文章の文法・解答）

12

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第１２回（文の文法１，文の文法２），第６回（文章の文法・解説

13

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第１３回（文の文法１，文の文法２），第７回（文章の文法・解答）

14

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第１４回（文の文法１，文の文法２），第７回（文章の文法・解説）

15

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第１５回（文の文法１，文の文法２），第８回（文章の文法・解答）

16

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第１６・１７回（文の文法１），第８回（文章の文法・解説）

17

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第１８・１９回（文の文法１），第９回（文章の文法・解答）

18

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第２０・２１回（文の文法１），第９回（文章の文法・解説）

19

『ドリル＆ドリルＮ３文法』第２２・２３回（文の文法１），第１０回（文章の文法・解答）

20

『ドリル＆ドリルＮ３文法』復習（文の文法１，文の文法２），第１０回（文章の文法・解説）

21

県警講話

22

防火講話

23

異文化体験と国際交流

24

異文化体験と国際交流

25

異文化体験と国際交流

26

異文化体験と国際交流

27

課外授業（銭座小学校国際交流会）

28

課外授業（銭座小学校国際交流会）

29

課外授業（着物体験）

30

課外授業（着物体験）

31

ＪＬＰＴ模擬試験 解き方の説明と諸注意

32

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

33

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

34

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

35

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

36

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

37

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

38

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

39

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説
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日本の掃除道具の使い方について，

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初中級１）
学科名

日本語科

学年 ２年（B クラス）
１ 授業の内容
日本語初中級（１～４）で文型の基礎を体系的に学習し，留学生が日常生活を営む上で
必要な運用力を養成する。また，漢字の読み書きを基本的なものから段階的に学習する。
２ 到達目標
既習文型を用いて各課における行動目標を遂行できるよう，学習者が自分で考え，自ら
発信し，会話できるようになることを目指す。また，日本語能力試験Ｎ５・４の漢字を部
首の意味まで覚え，新出漢字の意味も推測できるようになることを目指す。
３ 授業の方法
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークで会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ５０％
出席状況 ２０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語や漢字の暗記、文法練習プリント等を課す。
７ 使用教材，教具
『日本語初級①大地 メインテキスト』スリーエーネットワーク
『日本語初級①大地 文型説明と翻訳』スリーエーネットワーク
『文法まとめリスニング初級①―日本語初級Ⅰ大地準拠』スリーエーネットワーク
『日本語初級＜１＞大地 基礎問題集』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 聴解タスク２５』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 書いて覚える文型練習帳』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 初級で読めるトピック２５』スリーエーネットワーク
『ストーリーで覚える漢字３００』くろしお出版
『シャドーウィング 日本語を話そう！初～中級編』くろしお出版

８ 学生へのメッセージ
徐々に話せる言葉が増えてくると同時に，言語構造についても理解が深まってきます。
留学生活を活かし，言語習得の面白さを感じながら，日本語力向上に繋げていきましょう。
９ 教員氏名（黒川菜未）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初中級１）
回数
1

授業内容
・『大地』１５課 新語導入
・『大地』１５課 文型１，２
・『大地』１５課 新語クイズ①

2

・『大地』１５課 文型３，４
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング②

3

・『大地』１５課 文型５
・『大地』１５課 友達の会話
・『大地』１５課 使いましょう
・『大地』１５課 会話・例文・参考語

4

・『聴解タスク２５』１４課
・『ストーリー漢字３００』５２-５６
ＨＷ 基礎問題集１５課，漢字練習
・シャドーウィング③

5

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１５課
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』１４課 p.66,67
・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第３回

6

・漢字テスト 第３回
ＨＷ 漢字練習
・シャドーウィング④

7

・『大地』１６課 新語導入
・『大地』１６課 文型１，２
・『大地』１６課 新語クイズ①，②

8

・『大地』１６課 文型３，４
ＨＷ 新語練習
・シャドーウィング⑤
・『大地』１６課 新語クイズ③

9

・『大地』１６課 使いましょう
・『大地』１６課 例文・参考語
・『聴解タスク２５』第１５課
・『大地』１６課 会話

10

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１６課
・『ストーリー漢字３００』５７-６１
ＨＷ 基礎問題集１６課，漢字練習

11

・『大地』１５・１６課 復習
・『大地』１５・１６課 テスト
・『みんなの日本語初級で読めるトピック２５』１５課

12

・『大地』１７課 新語導入
・『ストーリー漢字３００』６２-６６
ＨＷ 新語練習，漢字練習

・シャドーウィング⑥
13

・『大地』１７課 新語クイズ①
・『大地』１７課 文型１，２
・『大地』１７課 文型３
・『大地』１７課 友達の会話

14

・『大地』１７課 使いましょう
・『ストーリー漢字３００』６７-７１
ＨＷ 漢字練習
・シャドーウィング⑦

15

・『大地』１７課 新語クイズ②，③
・『大地』１７課 文型４
・『大地』１７課 会話・例文・参考語

16

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１７課
・『ストーリー漢字３００』７２-７４
ＨＷ 基礎問題集１７課，漢字練習
・シャドーウィング⑧

17

・『大地』１８課 新語導入
・『大地』１８課 文型１，２
・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第４回

18

・漢字テスト 第４回
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング⑨

19

・『大地』１８課 新語クイズ①，②
・『大地』１８課 文型３
・『大地』新語クイズ③
・『大地』１８課 文型４

20

・『大地』１８課 友達の会話
・『大地』１８課 使いましょう
ＨＷ 基礎問題集１８課
・シャドーウィング⑩

21

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１８課
・『大地』１８課 会話・例文・参考語

22
23

・総復習
・『大地』まとめ３（p.123,124）テスト
・『大地』１７・１８課 復習
・『大地』１７・１８課 テスト
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』１９課

24

・『ストーリー漢字３００』７５-７９
ＨＷ 漢字練習
・シャドーウィング２①

25

・『大地』１９課 新語導入
・『大地』１９課 文型１

・『大地』１９課 新語クイズ①
26

・『大地』１９課 文型２
・『ストーリー漢字３００』８０-８４
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング２②

27

・『大地』１９課 新語クイズ②，③
・『大地』１９課 文型３
・『大地』１９課 友達の会話

28

・『大地』１９課 使いましょう
・『ストーリー漢字３００』８５-８９
ＨＷ 基礎問題集１９課，漢字練習
・シャドーウィング２③

29

・『大地』１９課 会話・例文・参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１９課

30
31

・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』２０課 p.101-104
・シャドーウィング２④
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』２１課
・『大地』２０課 新語導入

32

・『大地』２０課 文型１
・『ストーリー漢字３００』９０-９２
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング２⑤

33

・『大地』２０課 新語クイズ①，②
・『大地』２０課 文型２
・『大地』２０課 使いましょう
・『大地』２０課 会話・例文・参考語

34

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』２０課
・『ストーリー漢字３００』９３-９７
ＨＷ 基礎問題集２０課，漢字練習

35
36

・『大地』１９・２０課 復習
・『大地』１９・２０課 テスト
・『ストーリー漢字３００』チャレンジ５
・漢字テスト 第５回
・シャドーウィング２⑥

37

・『大地』２１課 新語導入
・『大地』２１課 文型１
・『大地』２１課 新語クイズ①，②

38

・『大地』２１課 文型２，３
ＨＷ 新語練習
・シャドーウィング２⑦

39

・『大地』２１課 新語クイズ③
・『大地』２１課 使いましょう
・『大地』２１課 会話・例文・新語

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』２１課
40

・『みんなの日本語初級で読めるトピック２５』２５課
・『ストーリー漢字３００』９８-１０２
ＨＷ 基礎問題集２１課，漢字練習

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初中級２）
学科名

日本語科

学年 ２年（B クラス）
１ 授業の内容
日本語初中級（１～４）で文型の基礎を体系的に学習し，留学生が日常生活を営む上で
必要な運用力を養成する。また，漢字の読み書きを基本的なものから段階的に学習する。
２ 到達目標
既習文型を用いて各課における行動目標を遂行できるよう，学習者が自分で考え，自ら
発信できるようになることを目指す。また，日本語能力試験Ｎ５・４の漢字をマスターし，
部首の意味まで覚えることで，新出漢字の意味も推測できるようになることを目指す。
３ 授業の方法
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークで会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ５０％
出席状況 ２０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークで会話の練習も行う。
７ 使用教材，教具
『日本語初級②大地 メインテキスト』スリーエーネットワーク
『日本語初級②大地 文型説明と翻訳』スリーエーネットワーク
『日本語初級＜Ⅱ＞大地 基礎問題集』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅱ 聴解タスク２５』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅱ 書いて覚える文型練習帳』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅱ 初級で読めるトピック２５』スリーエーネットワーク
『ストーリーで覚える漢字３００』くろしお出版
『シャドーウィング 日本語を話そう！初～中級編』くろしお出版

８ 学生へのメッセージ
語彙も増え，聞いてわかる言葉が増えてきたのではないでしょうか。その分，文型だけ
でなく，漢字も難易度が上がってきますが，漢字の成り立ちやつくりにも興味を持ちなが
ら，少しずつ覚えていきましょう。
９ 教員氏名（黒川菜未）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初中級２）
回数

授業内容
・シャドーウィング２⑨

1

・『大地』２２課 新語導入
・『大地』２２課 文型１，２
・『大地』２２課 新語クイズ①

2

・『大地』２２課 文型３，４
・『ストーリー漢字３００』１０３-１０７
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング３①
・『大地』２２課 新語クイズ②，③

3

・『大地』２２課 友達の会話
・『大地』２２課 使いましょう
・『大地』２２課 会話・例文・参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』２２課

4

・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』２４課 p.126-128
・『ストーリー漢字３００』１０８-１１１
ＨＷ 基礎問題集２２課，漢字練習
・シャドーウィング３②

5

・総復習
・『大地』２２課 まとめ４（p.149,150）テスト

6
7
8

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第６回
・漢字テスト 第６回
・シャドーウィング３③
・総復習
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』２４課
・『大地』２１・２２課テスト

9

・総合テストⅠ

10

・総合テストⅠ
・シャドーウィング３④

11

・『大地』２３課 新語導入
・『大地』２３課 文型１
・新語クイズ①

12

・『大地』２３課 文型２
・『ストーリー漢字３００』１１２-１１６
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング３⑤

13

・新語クイズ②
・『大地』２３課 文型３
・『大地』２３課 使いましょう

14

・新語クイズ③
・『大地』２３課 会話・例文・参考語

・『ストーリー漢字３００』１１７-１２１
ＨＷ 基礎問題集２３課，漢字練習
・シャドーウィング３⑥
15

・『聴解タスク２５』第１９課
・『大地』２４課 新語導入
・『大地』２４課 文型１
・新語クイズ①

16

・『大地』２４課 文型２
・『ストーリー漢字３００』１２２-１２６
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング３⑦

17

・新語クイズ②
・『大地』２４課 文型３，４
・新語クイズ③
・『大地』２４課 使いましょう

18

・『大地』２４課 会話・例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』１２７-１３０
ＨＷ 基礎問題集２４課，漢字練習
・シャドーウィング３⑧

19

・『聴解タスク２５』第２７課
・『大地』２３・２４課テスト

20

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第７回
・漢字テスト 第７回
・シャドーウィング４①

21

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』２７課
・『大地』２５課 新語導入
・新語クイズ①

22

・『大地』２５課 文型１
ＨＷ 新語練習
・シャドーウィング４②

23

・新語クイズ②
・『大地』２５課 文型２，３
・新語クイズ③
・『大地』２５課 文型４

24

・『大地』２５課 使いましょう
・『ストーリー漢字３００』１３１-１３５
ＨＷ 基礎問題集２５課，漢字練習
・シャドーウィング４③

25

・『大地』２５課 会話・例文・参考語
・『聴解タスク２５』第３９・４０課
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３９課

26

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４０課
・『大地』２６課 新語導入

・『ストーリー漢字３００』１３６-１４０
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング４④
27

・新語クイズ①
・『大地』２６課 文型１，２
・新語クイズ②，③
・『大地』２６課 文型３

28

・『大地』２６課 使いましょう
・『ストーリー漢字３００』１４１-１４５
ＨＷ 基礎問題集２６課，漢字練習
・シャドーウィング４⑤

29

・『大地』２６課 会話・例文・参考語
・『聴解タスク２５』第２３課

30

・復習
・『大地』２５・２６課テスト
・シャドーウィング４⑥

31

・『大地』２７課 新語導入
・『大地』２７課 文型１，２
・新語クイズ①，②

32

・『大地』２７課 文型３
・『ストーリー漢字３００』１４６-１５０
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング４⑦

33

・新語クイズ③
・『大地』２７課 使いましょう
・『大地』２７課 例文・参考語
・『大地』２７課 会話

34

・基礎問題集２７課
・『大地』 まとめ５（p.31,32）テスト
・シャドーウィング４⑧

35

・『大地』２８課 新語導入
・『大地』２８課 文型１
・『大地』２８課 使いましょう１

36

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第８回
・漢字テスト 第８回
・シャドーウィング５①

37

・『大地』２８課 新語クイズ①
・『大地』２８課 文型２
・『大地』２８課 使いましょう２
・『大地』２８課 新語クイズ②，③

38

・『大地』２８課 文型３，４
ＨＷ 基礎問題集２８課

39

・シャドーウィング５②

・『大地』 会話・例文・参考語
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』２９課 p.20-22
40

・復習
・『大地』２７課テスト

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初中級３）
学科名

日本語科

学年 ２年（B クラス）
１ 授業の内容
初級から中級への橋渡し教材としてテキスト『中級へ行こう』を使用する。日本語能力
試験Ｎ４・Ｎ３程度の文型を用いて、多様なテーマで書かれた丁寧体の読み物を通し、日
本語の「読む・書く・聞く・話す」といった４技能を総合的に学習する。日本語能力試験
対策のための補助教材として『パターン別徹底ドリル』と『日本語総まとめ』を用い、各
分野（語彙・文法・読解・聴解）の出題傾向を押さえながら、Ｎ３の語彙や文型への習熟
を図る。
２ 到達目標
ディスカッション等の活動のための予備知識を習得しながら、中級の特色であるまとり
のある文にも「読む・書く・聞く・話す」の４技能で対応できる力を身に付ける。さらに、
日本語能力試験Ｎ４・Ｎ３の出題傾向や頻出文型についても知識が深まり、模擬試験の正
答率が上がることを目標とする。
３ 授業の方法
総合日本語と日本語能力試験対策の時間に分けて、それぞれティームティーチングで指
導していく。グループワークで会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ５０％
出席状況 ２０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語の意味調べや漢字の学習プリントを課す。授業前に予習をして質問などが
あれば、ノートにまとめておく。
７ 使用教材，教具
『中級へ行こう』スリーエーネットワーク
『パターン別徹底ドリルＮ３』アルク
『日本語総まとめＮ３文法』アスク

８ 学生へのメッセージ
中級に入り、学習項目としてよりくだけた話し言葉や、よりかしこまった書き言葉も多
く見聞きするようになります。類義語や文型の簡単な言い換えを覚えるなどして対策に努
めましょう。
９ 教員氏名（黒川菜未）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初中級３）
回数

授業内容
・シャドーウィング５③

1

・『大地』２９課 新語導入
・『大地』２９課 文型１
・『大地』２９課 新語クイズ①

2

・『大地』２９課 文型２，３
・『ストーリー漢字３００』１５１-１５５
・シャドーウィング５④

3

・『大地』２９課 新語クイズ②
・『大地』２９課 文型４
・『大地』２９課 使いましょう
・『大地』２９課 新語クイズ③

4

・『大地』２９課 会話・例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』１５６-１６０
・シャドーウィング５⑤

5

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』２８課
・『聴解タスク２５』２８課
・『大地』３０課 新語導入

6

・『大地』３０課 文型１
・『ストーリー漢字３００』１６１-１６５
・シャドーウィング５⑥

7

・『大地』３０課 新語クイズ①
・『大地』３０課 文型２
・『大地』３０課 新語クイズ②

8

・『大地』３０課 文型３
・『大地』３０課 使いましょう１，２
・『ストーリー漢字３００』１６６-１７０
・シャドーウィング５⑦

9

・『大地』３０課 会話・例文・参考語
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３１課

10

・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』３１課 p.32-35
・『ストーリー漢字３００』１７１-１７５
・シャドーウィング１①

11

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第９回
・漢字テスト 第９回

12

・『大地』３１課 新語導入
・『大地』３１課 文型１，２
・シャドーウィング１②

13

・『大地』３１課 新語クイズ①
・『大地』３１課 文型３

14

・『大地』３１課 新語クイズ②

・『大地』３１課 文型４
・シャドーウィング１③
15

・『大地』３１課 新語クイズ③
・『大地』３１課 文型５
・『大地』３１課 使いましょう

16

・復習
・『大地』２８・２９課テスト
・シャドーウィング１④

17

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３０課
・『大地』３２課 新語導入
・『大地』３２課 新語クイズ①

18

・『大地』３２課 文型１
・『ストーリー漢字３００』１７６-１８０
・シャドーウィング１⑤

19

・『大地』３２課 新語クイズ②
・『大地』３２課 文型２
・『大地』３２課 新語クイズ③

20

・『大地』３２課 文型３
・『ストーリー漢字３００』１８１-１８５
・シャドーウィング１⑥

21

・『大地』３２課 使いましょう１，２
・『大地』３２課 会話・例文・参考語

22

・復習
・『大地』 まとめ６（p.63，64）テスト
・シャドーウィング１⑦

23

・復習
・『大地』３０・３１課テスト，３２課テスト
・『大地』３３課 新語導入

24

・『大地』３３課 文型１（動詞）
・『ストーリー漢字３００』１８６-１８７
・シャドーウィング１⑧

25

・『大地』３３課 新語クイズ①
・『大地』３３課 文型１（い・な形容詞，名詞）

26

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第１０回
・漢字テスト 第１０回
・シャドーウィング１⑩

27

・『大地』３３課 新語クイズ②
・『大地』３３課 文型２

28
29

・『大地』３３課 使いましょう
・『大地』３３課 会話・例文・参考語
・シャドーウィング２①
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３２課

・『聴解タスク』３２課
30

・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』３２課 41-44，46,47
・シャドーリング２②

31

・『大地』３４課 新語導入
・『大地』３４課 文型１，２
・『大地』３４課 新語クイズ①，②

32

・『大地』３４課 文型３
・『ストーリー漢字３００』１８８-１９２
・シャドーウィング２③

33

・『大地』３４課 文型４
・『大地』３４課 使いましょう
・『大地』３４課 会話・例文・参考語

34

・『聴解タスク』２９，３８課
・『ストーリー漢字３００』１９３-１９７
・シャドーウィング２④

35

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』２９課
・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』p.87-91

36

・復習
・３３・３４課テスト
・シャドーウィング２⑤

37

・『大地』３５課 新語導入
・『大地』３５課 文型１，２

38

・『大地』３５課 新語クイズ①
・『大地』３５課 文型３
・シャドーウィング２⑥

39

・『大地』３５課 新語クイズ②
・『大地』３５課 使いましょう１，２
・『大地』３５課 文型４
・『大地』３５課 会話・例文・参考語

40

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４２課
・『ストーリー漢字３００』１９８-２０２

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初中級４）
学科名

日本語科

学年 ２年（B クラス）
１ 授業の内容
日本語能力試験Ｎ４・Ｎ３程度の文型を用いて、多様なテーマで書かれた普通体の読み
物を通して、日本語の「読む・書く・聞く・話す」といった４技能を総合的に学習する。
日本語能力試験対策のための補助教材として『パターン別徹底ドリル』と『日本語総まと
め』を用い、各分野（語彙・文法・読解・聴解）の出題傾向をすべて押さえながら反復練
習し、Ｎ３の語彙や文型へのより深い習熟を図る。
２ 到達目標
ディスカッション等の活動を通して、よりまとまった文、より長い文章にも４技能で対
応できる力を身に付ける。さらに、日本語能力試験Ｎ３の出題傾向や頻出文型についても
知識が深まり、模擬試験の正答率が上がることを目標とする。
３ 授業の方法
総合日本語と日本語能力試験対策の時間に分けて、それぞれティームティーチングで指
導していく。グループワークで会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ５０％
出席状況 ２０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項

６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語の意味調べや漢字の学習プリントを課す。授業前に予習をして質問などが
あれば、ノートにまとめておく。
７ 使用教材，教具
『中級へ行こう』スリーエーネットワーク
『パターン別徹底ドリルＮ３』アルク
『日本語総まとめＮ３文法』アスク出版

８ 学生へのメッセージ
メインテキスト『中級へ行こう』も後半になるにつれて、既習文型が増えてきます。文
型の簡単な言い換えのほか、類似している文型の要点整理など、課外における自主学習の
時間をとることも心がけましょう。『日本語総まとめＮ３』は授業前に予習をして、授業
中に質問や作例するなどして理解を深めましょう。
９ 教員氏名（川上由美子）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初中級４）
回数

授業内容
・シャドーウィング２⑦

1

・『大地』３６課 新語導入
・『大地』３６課 文型１
・『大地』３６課 新語クイズ①

2

・『大地』３６課 文型２，３
・『ストーリー漢字３００』２０３-２０６
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング２⑧

3

・『大地』３６課 新語クイズ②
・『大地』３６課 文型４

4

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第１１回
・漢字テスト 第１１回
・シャドーウィング２⑨

5

・『大地』３６課 使いましょう
・『大地』３６課 会話・例文・参考語
・『聴解タスク』３７課

6
7

・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』p.78-86
ＨＷ 基礎問題集３７課
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３７課
・『大地』３５・３６課テスト
・『大地』３７課 新語導入

8

・『大地』３７課 文型１
・『ストーリー漢字３００』２０７-２１１
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング３①

9

・『大地』新語クイズ①，②
・『大地』３７課 文型２
・『大地』３７課 使いましょう
・『大地』新語クイズ③
・『大地』３７課 文型３

10

・『大地』３７課 会話・例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』２１２-２１６
ＨＷ 基礎問題集３７課，漢字練習
・シャドーウィング３②

11

・『聴解タスク』４３課
・『大地』まとめ７（p.95,96）テスト
ＨＷ 『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４３課
・『大地』３８課 新語導入

12

・『大地』３８課 文型１
・『ストーリー漢字３００』２１７-２２１

ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング３③
13

・『大地』新語クイズ①
・『大地』３８課 文型２，３
・『大地』新語クイズ②
・『大地』３８課 文型４

14

・『大地』３８課 使いましょう
・『ストーリー漢字３００』２２２-２２６
ＨＷ 漢字練習
・シャドーウィング３④

15

・『大地』３８課 新語クイズ③
・『大地』３８課 会話・例文・参考語
・『聴解タスク』３３課
・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第１２回

16

・漢字テスト 第１２回
ＨＷ 基礎問題集３８課
・シャドーウィング３⑤

17

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３３課
・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』３３課 p.48-52
・『大地』３９課 新語導入

18

・『大地』３９課 文型１
ＨＷ 新語練習
・シャドーウィング３⑥

19

・『大地』３９課 新語クイズ①
・『大地』３９課 文型２
・『大地』３９課 新語クイズ②，③

20

・『大地』３９課 文型３
・『ストーリー漢字３００』２２７-２３１
ＨＷ 漢字練習
・シャドーウィング３⑦

21

・復習
・『大地』３７課テスト、３８・３９課テスト
・『大地』３９課 使いましょう

22

・『大地』３９課 会話・例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』２３２-２３６
ＨＷ 基礎問題集３９課
・シャドーウィング３⑧

23

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４７課
・『聴解タスク』４７課

24
25

・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』４７課 138-142
・シャドーウィング４①
・『大地』４０課 新語導入

・『大地』４０課 文型１
・『大地』４０課 新語クイズ①，②
26

・『大地』４０課 文型２
・『ストーリー漢字３００』２３７-２４１
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング４②

27

・『大地』４０課 新語クイズ③
・『大地』４０課 文型３，４
・『大地』４０課 使いましょう

28

・『ストーリー漢字３００』２４２-２４３
ＨＷ 基礎問題集４０課，漢字練習
・シャドーウィング４③

29

・『大地』４０課 会話・例文・参考語
ＨＷ 『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４８課

30
31
32

・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』p.143-148
・『聴解タスク』４８課
・『大地』４０・４１課テスト
・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第１３回
・漢字テスト 第１３回
・シャドーウィング４④

33

・『大地』４１課 新語導入
・『大地』４１課 文型１，２
・『大地』４１課 新語クイズ①

34

・『大地』４１課 文型３，４
・『ストーリー漢字３００』２４４-２４８
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング４⑤

35

・『大地』４１課 新語クイズ②
・『大地』４１課 文型５，６
・『大地』４１課 新語クイズ③
・『大地』４１課 使いましょう

36

・『大地』４１課 例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』２４９-２５３
ＨＷ 漢字練習，基礎問題集４１課
・シャドーウィング４⑥

37

・『大地』４１課 会話
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４９課
・『聴解タスク』４９課

38

・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』p.151-153
・『大地』まとめ８（p.127,128）テスト

39

・総合テストⅡ

40

・総合テストⅡ

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語中級１）
学科名

日本語科

学年 ２年（B クラス）
１ 授業の内容
長めの読み物を読み、Ｎ３程度の文型を用いて一般的で抽象的な事柄をテーマに、ペア
やグループで会話や短作文するなど、「読む・書く・聞く・話す」の４技能において総合的
な学習を進めていく。プラスアルファとして、四字熟語やステレオタイプ、擬音語につい
ても学習する。
２ 到達目標
長めの読み物を読み、Ｎ３程度の文型を用いて一般的で抽象的な事柄をテーマに、会話
や短作文ができることを目標とする。また、ディスカッションなどに必要な豊富な語彙や
多様な背景知識を身に付けることも目標とする。
３ 授業の方法
総合日本語のテキストをメインに、ティームティーチングで指導していく。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ５０％
出席状況 ２０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語の意味調べや漢字の学習プリントを課す。授業前に予習をして質問などが
あれば、ノートにまとめておく。
７ 使用教材，教具
『中級を学ぼう 中級前期』スリーエーネットワーク
『日本語総まとめＮ３文法』アスク
８ 学生へのメッセージ
クラスで自信を持って発話できるよう、新語の意味調べや暗記など、しっかりと予習・
復習の習慣をつけましょう。

９ 教員氏名（黒川菜未）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語中級１）
回数
1
2
3
4
5
6
7

授業内容
『中級へ行こう』１課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
『中級へ行こう』１課 学習項目１，２
ＨＷ １課言葉・漢字クイズ，新語練習
『中級へ行こう』１課 学習項目３，４，大切な文を書き写しましょう
『中級へ行こう』１課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文，清書
ＨＷ １課大切な文を書き写しましょう，２課新しい言葉
『中級へ行こう』２課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
『中級へ行こう』２課 学習項目１，２
ＨＷ ２課言葉クイズ，新語練習
『日本語総まとめＮ３文法』第１週 １・２日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

8

読解「指示代名詞」基本，応用（１），（２）
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」①１-４

9

『日本語総まとめＮ３文法』第１週 ３・４日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

10

聴解「課題理解」基本，応用①-④
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」①５-８

11
12
13
14
15
16
17

『中級へ行こう』２課 学習項目３，４
『中級へ行こう』２課 学習項目５
ＨＷ ２課漢字クイズ，大切な文を書き写しましょう
『中級へ行こう』２課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
『中級へ行こう』復習１，２課

練習帳「新しい文型と表現」，２課ごとテスト

ＨＷ 作文の清書，３課新しい言葉
『中級へ行こう』３課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
『中級へ行こう』３課 学習項目１，２
ＨＷ ３課言葉・漢字クイズ，新語練習
『日本語総まとめＮ３文法』第１週 ５・６日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

18

読解「理由」基本，応用（１），（２）
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」①９-１２

19

『日本語総まとめＮ３文法』第１週 ７日目， 第２週 １日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

20

聴解「ポイント理解」基本，応用①-④
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」②１-４

21
22
23

『中級へ行こう』３課 学習項目３，４
『中級へ行こう』３課 学習項目５，６
ＨＷ ３課大切な文を書き写しましょう，４課新しい言葉
『中級へ行こう』３課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文

24
25
26
27

『中級へ行こう』４課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
ＨＷ 作文の清書，新語練習
『中級へ行こう』４課 学習項目１，２
『中級へ行こう』４課 学習項目３
ＨＷ ４課言葉・漢字クイズ
『日本語総まとめＮ３文法』第２週 ２・３日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

28

読解「内容一致」基本
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」②５-８

29

『日本語総まとめＮ３文法』第２週 ４・５日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

30

聴解「概要理解」基本，応用①-④
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」②９-１２

31
32
33
34
35
36
37

『中級へ行こう』４課 学習項目４，５
『中級へ行こう』４課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
ＨＷ ４課大切な文を書き写しましょう，作文の清書，５課新しい言葉
『中級へ行こう』復習３・４課

練習帳「新しい文型と表現」，２課ごとテスト

『中級へ行こう』５課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
ＨＷ ５課言葉クイズ，新語練習
『中級へ行こう』５課 学習項目１，２
『中級へ行こう』５課 学習項目３，４
ＨＷ ５課漢字クイズ，大切な文を書き写しましょう
『日本語総まとめＮ３文法』第２週 ６・７日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

38

読解「内容一致」応用
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」③１-４

39

『日本語総まとめＮ３文法』第３週 １・２日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

40

聴解「発話表現」基本，応用①-④
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」③５-８

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語中級２）
学科名

日本語科

学年 ２年（B クラス）
１ 授業の内容
長めの読み物を読み、Ｎ３程度の文型を用いて一般的で抽象的な事柄をテーマに、ペア
やグループで会話や短作文するなど、「読む・書く・聞く・話す」の４技能において総合的
な学習を進めていく。プラスアルファとして、自己アピールやディベートの仕方について
も学習する。
２ 到達目標
長めの読み物を読み、Ｎ３程度の文型を用いて一般的で抽象的な事柄をテーマに、会話
や短作文ができることを目標とする。また、自己アピールやディベートの仕方を身に付け
ることも目標とする。
３ 授業の方法
総合日本語のテキストをメインに、ティームティーチングで指導していく。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ５０％
出席状況 ２０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語の意味調べや漢字の学習プリントを課す。授業前に予習をして質問などが
あれば、ノートにまとめておく。
７ 使用教材，教具
『中級を学ぼう 中級前期』スリーエーネットワーク
８ 学生へのメッセージ
自己アピールやディベートなど、発話を要する活動が増えてきます。普段から順序立て
て話すことを意識しましょう。相手に自分の気持ちや意見を上手に伝えるためには、相手
の話を聞くことも重要です

９ 教員氏名（黒川菜未）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語中級２）
回数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

授業内容
『中級へ行こう』５課 学習項目５，６
『中級へ行こう』５課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
ＨＷ 作文の清書，６課新しい言葉
『中級へ行こう』６課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
『中級へ行こう』６課 学習項目１，２
ＨＷ ６課言葉・漢字クイズ，新語練習
『中級へ行こう』６課 学習項目３，４
『中級へ行こう』６課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
ＨＷ ６課大切な文を書き写しましょう，作文の清書，７課新しい言葉
『日本語総まとめＮ３文法』第３週 ３・４日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』
読解「情報検索」基本，応用
『日本語総まとめＮ３文法』第３週 ５・６日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』
聴解「即時応答」基本，応用①-④
『中級へ行こう』復習５・６課

練習帳「新しい文型と表現」，２課ごとテスト

『中級へ行こう』７課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
ＨＷ ７課言葉クイズ，新語練習
『中級へ行こう』７課 学習項目１，２
『中級へ行こう』７課 学習項目３，４
ＨＷ ７課漢字クイズ①
『中級へ行こう』７課 学習項目５
『中級へ行こう』７課 学習項目６，７
ＨＷ ７課漢字クイズ②，大切な文を書き写しましょう
『日本語総まとめＮ３文法』第３週 ７日目，第４週 １日目
『中級へ行こう』７課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
ＨＷ 作文の清書，８課新しい言葉
『日本語総まとめＮ３文法』第４週 ２・３日目
『中級へ行こう』８課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
ＨＷ ８課言葉クイズ，新語練習
『中級へ行こう』８課 学習項目１，２
『中級へ行こう』８課 学習項目３，４
ＨＷ ８課漢字クイズ，大切な文を書き写しましょう
『中級へ行こう』８課 学習項目５，６
『中級へ行こう』８課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
ＨＷ 作文の清書，９課新しい言葉

25

『中級へ行こう』復習８課

26

『中級へ行こう』９課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ

練習帳「新しい文型と表現」，２課ごとテスト

ＨＷ ９課言葉クイズ，新語練習
27
28

『日本語総まとめＮ３文法』第４週 ４・５日目
『中級へ行こう』９課 学習項目１，２
ＨＷ ５課漢字クイズ，大切な文を書き写しましょう

29

『日本語総まとめＮ３文法』第４週 ６・７日目

30

『中級へ行こう』９課 学習項目３，６

31

『中級へ行こう』９課 学習項目４，５

32
33
34
35
36
37
38

『中級へ行こう』９課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
ＨＷ ９課 作文の清書，１０課新しい言葉
『中級へ行こう』１０課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
『中級へ行こう』１０課 学習項目１，２
ＨＷ １０課言葉クイズ，新語練習
『中級へ行こう』１０課 学習項目３，４
『中級へ行こう』１０課 学習項目５，６
ＨＷ ５課漢字クイズ，大切な文を書き写しましょう
『日本語総まとめＮ３文法』第５週 １・２日目
『中級へ行こう』１０課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
ＨＷ １０課 作文の清書

39

『日本語総まとめＮ３文法』第５週 ３・４日目

40

『中級へ行こう』復習９・１０課

練習帳「新しい文型と表現」，２課ごとテスト

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語中級３）
学科名

日本語科

学年 ２年（B クラス）
１ 授業の内容
Ｎ３程度の文型を用いたより長めの文章を通して精読や聴解をするだけでなく、記事や
調査書などの生教材を通して文章の大意をとる練習も行う。
「読む・書く・聞く・話す」の
４技能を総合的に学習できるよう、関連して多様な語彙、漢字も学習する。プラスアルフ
ァとして、ことわざ、図形に関することば、体の部位と動作など、多様な表現も学ぶ。
２ 到達目標
豊富な語彙、表現を身に付け、Ｎ３程度の文型を用いたより長めの文章の読解や聴解、
作文ができることを目標とする。発展して、プレゼンテーションなどの原稿の準備ができ
ることも目標とする。
３ 授業の方法
総合日本語のテキストをメインに、ティームティーチングで指導していく。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ５０％
出席状況 ２０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語の意味調べや漢字の学習プリントを課す。授業前に予習をして質問などが
あれば、ノートにまとめておく。
７ 使用教材，教具
『中級を学ぼう 中級中期』スリーエーネットワーク
８ 学生へのメッセージ
多様なテーマにおいてクラスで意見交換することで、他者や他国のことについてだけで
なく、自分や自国のことについても理解を深めることができます。有意義なディスカッシ
ョンができるよう、日常生活でも普段から気付きを日本語でメモしておくなど工夫してみ
ましょう。

９ 教員氏名（黒川菜未）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語中級３）
回数

授業内容

1

『中級を学ぼう 中級中期』第１課 扉のページ，ことばを確かめよう，学習項目１

2

『中級を学ぼう 中級中期』第１課 学習項目２・３

3

『中級を学ぼう 中級中期』第１課 学習項目４・５

4

『中級を学ぼう 中級中期』第１課 本文，内容を確かめよう

5

『中級を学ぼう 中級中期』第１課 聴解１・２

6

『中級を学ぼう 中級中期』第１課 作文，プラスアルファ，関連読み物

7

『中級を学ぼう 中級中期』第２課 扉のページ，ことばを確かめよう，
学習項目１，学習項目の練習１

8

『中級を学ぼう 中級中期』第２課 学習項目２・３，学習項目の練習２・３・４・５

9

『中級を学ぼう 中級中期』第２課 学習項目４，学習項目の練習６・７

10

『中級を学ぼう 中級中期』第２課 学習項目５，学習項目の練習８

11

『中級を学ぼう 中級中期』第２課 学習項目６，学習項目の練習９

12

『中級を学ぼう 中級中期』第２課 本文，内容を確かめよう

13

『中級を学ぼう 中級中期』第２課 聴解１・２

14

『中級を学ぼう 中級中期』第２課 作文，プラスアルファ，関連読み物

15

『中級を学ぼう 中級中期』第１・２課 復習，テスト

16

『中級を学ぼう 中級中期』第３課 扉のページ，本文のキーワード，
ことばを確かめよう，学習項目１，学習項目の練習１

17

『中級を学ぼう 中級中期』第３課 学習項目２・３，学習項目の練習２・３

18

『中級を学ぼう 中級中期』第３課 学習項目４・５，学習項目の練習４・５・６

19

『中級を学ぼう 中級中期』第３課 学習項目６・７，学習項目の練習７・８

20

『中級を学ぼう 中級中期』第３課 本文，内容を確かめよう

21

『中級を学ぼう 中級中期』第３課 聴解１・２

22

『中級を学ぼう 中級中期』第３課 作文，プラスアルファ，関連読み物

23

『中級を学ぼう 中級中期』第４課 扉のページ，本文のキーワード，ことばを確かめよう

24

『中級を学ぼう 中級中期』第４課 学習項目１・２，学習項目の練習１・２・３

25

『中級を学ぼう 中級中期』第４課 学習項目３・４，学習項目の練習４・５

26

『中級を学ぼう 中級中期』第４課 学習項目５・６，学習項目の練習６・７

27

『中級を学ぼう 中級中期』第４課 本文，内容を確かめよう

28

『中級を学ぼう 中級中期』第４課 聴解１・２

29

『中級を学ぼう 中級中期』第４課 作文，プラスアルファ，関連読み物

30

『中級を学ぼう 中級中期』第３・４課 復習，テスト

31

『中級を学ぼう 中級中期』第５課 扉のページ，本文のキーワード，ことばを確かめよう

32

『中級を学ぼう 中級中期』第５課 学習項目１・２，学習項目の練習１・２

33

『中級を学ぼう 中級中期』第５課 学習項目３・４，学習項目の練習３・４

34

『中級を学ぼう 中級中期』第５課 学習項目５・６，学習項目の練習５・６

35

『中級を学ぼう 中級中期』第５課 本文，内容を確かめよう

36

『中級を学ぼう 中級中期』第５課 聴解１・２

37

『中級を学ぼう 中級中期』第５課 作文，プラスアルファ，関連読み物

38

『中級を学ぼう 中級中期』第６課 扉のページ，本文のキーワード，
ことばを確かめよう，学習項目１，学習項目の練習１

39

『中級を学ぼう 中級中期』第６課 学習項目２・３，学習項目の練習２・３

40

『中級を学ぼう 中級中期』第６課 学習項目４・６，学習項目の練習４・８

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語中級４）
学科名

日本語科

学年 ２年（B クラス）
１ 授業の内容
Ｎ３程度の文型を用いたより長めの文章を通して精読や聴解をするだけでなく、記事や
調査書などの生教材を通して文章の大意をとる練習も行う。
「読む・書く・聞く・話す」の
４技能を総合的に学習できるよう、関連して多様な語彙、漢字も学習する。プラスアルフ
ァとして、世界の地理に関することばなど、多様な表現についても学ぶ。
２ 到達目標
豊富な語彙、表現を身に付け、Ｎ３程度の文型を用いたより長めの文章の読解や聴解、
作文ができることを目標とする。発展して、擬態語やことわざ、ディスカッションやプレ
ゼンテーションの原稿の準備ができることも目標とする。
３ 授業の方法
総合日本語のテキストをメインに、ティームティーチングで指導していく。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ５０％
出席状況 ２０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語の意味調べや漢字の学習プリントを課す。授業前に予習をして質問などが
あれば、ノートにまとめておく。
７ 使用教材，教具
『中級を学ぼう 中級中期』スリーエーネットワーク
８ 学生へのメッセージ
単語の覚え方ひとつをとってみても、耳で覚えたり、書いて覚えたりと、個人差がある
ものです。日本語でメモするだけでも、ある程度の日本語力を要することですが、漢字で
書くよう心がける、日本語で一日一つは質問するなど、自分なりの一歩踏み込んだ予習・
復習の仕方を工夫してみましょう。

９ 教員氏名（黒川菜未）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語中級４）
回数

授業内容

1

『中級を学ぼう 中級中期』第６課 学習項目５，学習項目の練習５・６・７

2

『中級を学ぼう 中級中期』第６課 本文，内容を確かめよう

3

『中級を学ぼう 中級中期』第６課 聴解１・２

4

『中級を学ぼう 中級中期』第６課 作文，プラスアルファ，関連読み物

5

『中級を学ぼう 中級中期』第５・６課 復習，テスト

6

『中級を学ぼう 中級中期』第７課 扉のページ，本文のキーワード，
ことばを確かめよう，学習項目１，学習項目の練習１

7

『中級を学ぼう 中級中期』第７課 学習項目２・３，学習項目の練習２・３・４

8

『中級を学ぼう 中級中期』第７課 学習項目４，学習項目の練習５・６

9

『中級を学ぼう 中級中期』第７課 学習項目５，学習項目の練習７・８

10

『中級を学ぼう 中級中期』第７課 学習項目６，学習項目の練習９・１０

11

『中級を学ぼう 中級中期』第７課 学習項目７，学習項目の練習１１

12

『中級を学ぼう 中級中期』第７課 本文，内容を確かめよう

13

『中級を学ぼう 中級中期』第７課 聴解１・２

14

『中級を学ぼう 中級中期』第７課 作文，プラスアルファ，関連読み物

15

『中級を学ぼう 中級中期』第８課 扉のページ，本文のキーワード，ことばを確かめよう

16

『中級を学ぼう 中級中期』第８課 学習項目１・２，学習項目の練習１・２

17

『中級を学ぼう 中級中期』第８課 学習項目３・４，学習項目の練習３・４

18

『中級を学ぼう 中級中期』第８課 学習項目５，学習項目の練習５・６

19

『中級を学ぼう 中級中期』第８課 本文，内容を確かめよう

20

『中級を学ぼう 中級中期』第８課 聴解１・２

21

『中級を学ぼう 中級中期』第８課 作文，プラスアルファ，関連読み物

22

『中級を学ぼう 中級中期』第７・８課 復習，テスト

23

『中級を学ぼう 中級中期』第９課 扉のページ，本文のキーワード，ことばを確かめよう

24

『中級を学ぼう 中級中期』第９課 学習項目１・２，学習項目の練習１・２・３

25

『中級を学ぼう 中級中期』第９課 学習項目３・４，学習項目の練習４・５・６

26

『中級を学ぼう 中級中期』第９課 学習項目５・６，学習項目の練習７・８

27

『中級を学ぼう 中級中期』第９課 本文，内容を確かめよう

28

『中級を学ぼう 中級中期』第９課 聴解１・２

29

『中級を学ぼう 中級中期』第９課 作文，プラスアルファ，関連読み物

30

『中級を学ぼう 中級中期』第１０課 扉のページ，本文のキーワード，ことばを確かめよう

31

『中級を学ぼう 中級中期』第１０課 学習項目１，学習項目の練習１

32

『中級を学ぼう 中級中期』第１０課 学習項目２，学習項目の練習２

33

『中級を学ぼう 中級中期』第１０課 学習項目３，学習項目の練習３

34

『中級を学ぼう 中級中期』第１０課 学習項目４，学習項目の練習４

35

『中級を学ぼう 中級中期』第１０課 学習項目５，学習項目の練習５

36

『中級を学ぼう 中級中期』第１０課 学習項目６，学習項目の練習６

37

『中級を学ぼう 中級中期』第１０課 本文，内容を確かめよう

38

『中級を学ぼう 中級中期』第１０課 聴解１・２

39

『中級を学ぼう 中級中期』第１０課 作文，プラスアルファ，関連読み物

40

『中級を学ぼう 中級中期』第９・１０課 復習，テスト

シラバス（授業計画書）
科目名（総合演習Ａ）
学科名

日本語科

学年 １年（4 月生）
１ 授業の内容
日本での留学生活を快適に過ごすためのマナーやルール等の文化について学ぶほか，ア
ルバイトで必要な基本的な会話力を身につける。また，様々な日本語に触れるため，課外
活動などで地域の方と交流を交えながら，ロールプレイや演習の中で学習していく。
２ 到達目標
留学生活において仕事・学業・プライベートのどの場面においても自立した行動がとれ
るようになること，また，自分の目的に向かってやり遂げる姿勢を育むことを目標とする。
３ 授業の方法
デスクワークのほか，時間を計って模擬試験をしたり，課外活動を行ったりする。
４ 成績評価方法・基準
出席状況，授業態度，試験結果，レポートなどを総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
規則正しい学校生活が送れるよう、『留学生の手引き』をよく読んでおく。模擬試験で間
違ったところはしっかり復習しておく。わからないところはノートにまとめて、学校で質
問する。
７ 使用教材，教具
『日本語初級①大地 メインテキスト』スリーエーネットワーク
『日本語初級①大地 文型説明と翻訳』スリーエーネットワーク
『文法まとめリスニング初級①―日本語初級Ⅰ大地準拠』スリーエーネットワーク
『日本語初級＜１＞大地 基礎問題集』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 聴解タスク２５』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 書いて覚える文型練習帳』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 初級で読めるトピック２５』スリーエーネットワーク

８ 学生へのメッセージ
思うようにアルバイトが見つからなかったり，日本人のとのコミュニケーションがうま
くいかなかったり，最初はさまざまな壁に直面するかもしれませんが，悩みなど，少しで
も気になることがあれば何でも相談してください。一緒に乗り越えましょう。
９ 教員氏名（森 彩香）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（総合演習Ａ）４月生
回数
1
2

授業内容
プレースメントテスト
新入生オリエンテーション(1)
・『入寮の手引き』，『留学生生活スタートブック』を用いて，寮での諸注意について説明
新入生オリエンテーション(2)

3

・『入寮の手引き』，『留学生生活スタートブック』を用いて，寮での諸注意について説明
・入寮誓約書にサインさせる
新入生オリエンテーション(3)

4

・『留学生の手引き』，『留学生生活スタートブック』を用いて，入学時の提出物，学外（市役
所）での諸手続きについて説明
新入生オリエンテーション(4)

5

・『留学生の手引き』，『留学生生活スタートブック』を用いて，学外（市役所・入国管理局）
での諸手続きについて説明

6

新入生オリエンテーション(5)
・住民異動届の記入
・国民年金保険料学生納付特例申請書の記入
・国民健康保険税申告書の記入
・ゆうちょ銀行開設申込書の記入

7

新入生オリエンテーション(6)
・『留学生の手引き』，『留学生生活スタートブック』『授業中のルール』を用いて，授業に関
することを説明
新入生オリエンテーション(7)

8

・校内施設案内
・google 翻訳などパソコン室の利用について説明
新入生オリエンテーション(8)

9

・『留学生の手引き』，『留学生生活スタートブック』を用いて，アルバイト，除籍・退学，証
明書発行について説明

10
11

新入生オリエンテーション(9)
・『留学生の手引き』，『留学生生活スタートブック』を用いて，校納金と通学について説明

新入生オリエンテーション(10)
・『留学生の手引き』，『留学生生活スタートブック』を用いて，アルバイトについて説明
新入生オリエンテーション(11)

12

・『留学生活スタートブック』を用いて，トイレ・風呂の使用上の注意点，ゴミ出しの仕方，騒
音，お金と生活のことについて説明

13

ウェルカムセレモニー

14

ウェルカムセレモニー

15

アルバイト適正指導と試験

16

アルバイト適正指導と試験

17

履歴書の書き方指導

18

バスの乗り方指導，定期券の買い方指導

19

バスの乗り方指導，定期券の買い方指導

20

新入生歓迎スポーツ大会

21

新入生歓迎スポーツ大会

22

新入生歓迎スポーツ大会

23

銭座地区精霊流し

24

銭座地区精霊流し

25

課外授業（花見）準備

26

課外授業（花見）

27

課外授業（花見）

28

長期休暇前オリエンテーション
・休暇中の学外での過ごし方についての諸注意

29

県警講話

30

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解き方の説明と諸注意

31

合同ＪＬＰＴ模擬試験

32

合同ＪＬＰＴ模擬試験

33

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

34

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

35

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

36

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

37

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

38

社会福祉施設 夏祭りにて利用者様との交流を交えたボランティア活動

39

社会福祉施設 夏祭りにて利用者様との交流を交えたボランティア活動

40

終業式，教室清掃

シラバス（授業計画書）
科目名（総合演習Ｂ）
学科名

日本語科

学年 １年（4 月生）
１ 授業の内容
日本での留学生活を快適に過ごすためのマナーやルール等の文化について学ぶほか，ア
ルバイトで必要な基本的な会話力を身につける。また，様々な日本語に触れるため，課外
活動などで地域の方と交流を交えながら，ロールプレイや演習の中で学習していく。

２ 到達目標
模擬試験にて日本語能力試験に合格するための総合的な力を身に付けるほか，課外活動
では日本人とのコミュニケーション能力や生きた日本語の聴解力を身に付けることを目標
とする。
３ 授業の方法
デスクワークのほか，時間を計って模擬試験をしたり，課外活動を行ったりする。
４ 成績評価方法・基準
出席状況，授業態度，試験結果，レポートなどを総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
模擬試験で間違ったところはしっかり復習しておく。わからないところはノートにまと
めて、学校で質問する。
７ 使用教材，教具
『日本語初級①大地 メインテキスト』スリーエーネットワーク
『日本語初級①大地 文型説明と翻訳』スリーエーネットワーク
『文法まとめリスニング初級①―日本語初級Ⅰ大地準拠』スリーエーネットワーク
『日本語初級＜１＞大地 基礎問題集』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 聴解タスク２５』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 書いて覚える文型練習帳』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 初級で読めるトピック２５』スリーエーネットワーク
『ストーリーで覚える漢字３００』くろしお出版
『シャドーウィング 日本語を話そう！初～中級編』くろしお出版

８ 学生へのメッセージ
日本語能力試験の解答にあたっては出題パターンの把握と時間配分が大切です。少しで
も本番で力が発揮できるよう，模擬試験を使ってその習熟に努めてください。
９ 教員氏名（森 彩香）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（総合演習Ｂ）４月生
回数

授業内容
・シャドーウィング

1

・『大地』４２課 新語導入
・『大地』４２課 文型１，２
・『大地』４２課 新語クイズ①，②

2

・『大地』４２課 文型３
・『ストーリー漢字３００』
・シャドーウィング

3

・『大地』４２課 新語クイズ③
・『大地』４２課 使いましょう１，２
・『大地』４２課 使いましょう３

4

・『大地』４２課 例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』
・シャドーウィング

5

・『大地』４２課 会話
・『聴解タスク』５０課

6

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』５０課
・『ストーリー漢字３００』

7

・４２課の復習

8

・『大地』４２課テスト

9

『大地』授業 総まとめ

10

『大地』授業 総まとめ

11

介護福祉科授業見学会

12

介護福祉科授業見学会感想文、進学ガイダンス

13

介護福祉科奨学金説明会，先輩からの講話

14

介護福祉科奨学金説明会，先輩からの講話感想文と事後指導

15

長期休暇前オリエンテーション
・休暇中の学外での過ごし方についての諸注意

16

県警講話

17

防火講話

18

こころフェスティバルの準備（掲示物や材料等）

19

こころフェスティバルでの異文化体験と国際交流

20

こころフェスティバルでの異文化体験と国際交流

21

こころフェスティバルでの異文化体験と国際交流

22

課外活動（銭座小学校国際交流会）

23

課外活動（銭座小学校国際交流会）

24

課外活動（初詣と平和学習）

25

課外活動（初詣と平和学習）

26

ＪＬＰＴ模擬試験 解き方の説明と諸注意

27

ＪＬＰＴ模擬試験（Ｎ４）

28

ＪＬＰＴ模擬試験（Ｎ４）

29

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

30

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

31

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

32

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

33

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解き方の説明と諸注意

34

合同ＪＬＰＴ模擬試験（Ｎ４）

35

合同ＪＬＰＴ模擬試験（Ｎ４）

36

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

37

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

38

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

39

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

40

終業式，教室清掃

シラバス（授業計画書）
科目名（総合演習Ｅ）
学科名

日本語科

学年 １年（4 月生）
１ 授業の内容
「は」と「が」の使い分けや、条件を表す表現の特徴など、初級の重要文型のポイント
をより総括的に理解できるよう整理して復習し、中級のより深い理解へと繋げる。
２ 到達目標
類似文型の差異など、初級・中級の文型を掘り下げ、より深く理解する。
３ 授業の方法
テキストをメインに文法解説を行い、練習問題で理解度の確認を図る。
４ 成績評価方法・基準
出席状況，授業態度，試験結果，レポートなどを総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
初級のテキスト『大地』と見比べながら復習して、理解を深める。
７ 使用教材，教具
『日本語初級①大地 メインテキスト』スリーエーネットワーク
『日本語初級①大地 文型説明と翻訳』スリーエーネットワーク
『文法まとめリスニング初級①―日本語初級Ⅰ大地準拠』スリーエーネットワーク
『日本語初級＜１＞大地 基礎問題集』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 聴解タスク２５』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 書いて覚える文型練習帳』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 初級で読めるトピック２５』スリーエーネットワーク
『ストーリーで覚える漢字３００』くろしお出版
『シャドーウィング 日本語を話そう！初～中級編』くろしお出版
８ 学生へのメッセージ
初級テキスト『大地』と見比べながら、予習・復習する。

９ 教員氏名（森 彩香）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（総合演習Ｅ）４月生
回数

授業内容

1

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』１課 ポイント１-３

2

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』１課 ポイント４，５

3

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』２課 ポイント１，２

4

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』２課 ポイント３

5

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』３課 ポイント１，２

6

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』３課 ポイント３

7

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』４課 ポイント１，２

8

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』４課 ポイント３

9

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』５課 ポイント１，２Ａ

10

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』５課 ポイント２Ｂ，３

11

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』６課 ポイント１-３

12

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』６課 ポイント４，５

13

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』７課 ポイント１

14

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』７課 ポイント２

15

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』８課 ポイント１

16

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』８課 ポイント２

17

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』９課 ポイント１，２

18

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』９課 ポイント３

19

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』１０課 ポイント１

20

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』１０課 ポイント２

21

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』１１課 ポイント１

22

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』１１課 ポイント２

23

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』１２課 ポイント１，２

24

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』１２課 ポイント３

25

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』１３課 ポイント１，２

26

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』１３課 ポイント３

27

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』１４課 ポイント１，２

28

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』１４課 ポイント３

29

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』１５課 ポイント１，２

30

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』１５課 ポイント３，４

31

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』１６課 ポイント１，２Ａ

32

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』１６課 ポイント２Ｂ，Ｃ

33

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』１７課 ポイント１

34

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』１７課 ポイント１－２

35

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』１８課 ポイント１-３

36

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』１８課 ポイント４，５

37

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』１９課 ポイント１，２

38

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』１９課 ポイント３，４

39

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』２０課 ポイント１

40

『短期集中初級日本語文法 総まとめポイント２０』２０課 ポイント２

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初級１）
学科名

日本語科

学年 １年（4 月生）
１ 授業の内容
日本語初級（１～４）で文型の基礎を体系的に学習し，留学生が日常生活を営む上で必
要な運用力を養成する。
２ 到達目標
初歩的な文型を用いて各課における行動目標を遂行できるよう，学習者が自分で考え，
自ら発信し，会話できるようになることを目指す。
３ 授業の方法
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークやペアワーク等で会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語や漢字の暗記、文法練習プリント等を課す。
７ 使用教材，教具
『日本語初級①大地 メインテキスト』スリーエーネットワーク
『日本語初級①大地 文型説明と翻訳』スリーエーネットワーク
『文法まとめリスニング初級①―日本語初級Ⅰ大地準拠』スリーエーネットワーク
『日本語初級＜１＞大地 基礎問題集』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 聴解タスク２５』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 書いて覚える文型練習帳』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 初級で読めるトピック２５』スリーエーネットワーク
８ 学生へのメッセージ
授業では積極的に心の中にあるイメージを言葉にしてみてください。習いたての言葉で
発話するのは緊張しますが，意思の疎通が図れると嬉しいものです。教師を自発的に発話

するためのファシリテーターだと思って，一緒に体系的に日本語を習得していきましょう。
９ 教員氏名（森 彩香）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初級Ⅰ）
回数

授業内容
・学校と寮周辺のマップ（バス停，スーパー，郵便局，ＡＴＭ，公園など）

1

・教室用語（はじめましょう４）
・号令（学習リーダー）
・あいさつ
・基本会話
・ひらがな（あ～そ）

2

・ひらがな（た～ほ）
・ひらがな（ま～ん）
・プレースメントテスト
ＨＷ ひらがな復習
・ひらがな（濁音）
・ひらがな（半濁音）

3

・ひらがな（長音）
・ひらがな（促音）
・はじめましょう２，３
・カタカナ（ア～ソ）

4

・カタカナ（タ～ホ）
・カタカナ（マ～ン）
ＨＷ カタカナ復習
・カタカナ（濁音）

5

・カタカナ（半濁音）
・カタカナ（長音）
・カタカナ（促音）

6

・ひらがな復習
・カタカナ復習
・『大地』１課 新語導入

7

・『大地』１課 文型１，２，３，４
ＨＷ 新語練習
・『大地』１課 新語クイズ①，②

8

・『大地』１課 文型５
・『大地』１課 会話・例文・参考語
・『聴解タスク 25』 １課
・『大地』１課 新語クイズ③

9

・『大地』 文法まとめ リスニング 初級①』１課
・『大地』１課 使いましょう（p.6）１，２，３
ＨＷ 基礎問題集１課

10
11

・『大地』２課 新語導入
・『大地』２課 文型１，２
・『大地』２課 新語クイズ①
・『大地』２課 文型３，４

ＨＷ 新語練習
・『大地』２課 新語クイズ②，③
12

・『大地』２課 文型５，６，７
・『大地』２課 使いましょう
・『聴解タスク 25』 ２課

13

・『大地』２課 会話・例文・参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』２課
ＨＷ 基礎問題集２課
・ひらがな，カタカナテスト

14

・『大地』１，２課 復習
・『大地』１，２課 テスト（３０分）
・『大地』３課 新語導入

15

・『大地』３課 文型１，２
ＨＷ 新語練習

16

・『大地』３課 新語クイズ①，②
・『大地』３課 文型３，４
・『大地』３課 新語クイズ③

17

・『大地』３課 使いましょう（p.18）
・『聴解タスク 25』 ３課
ＨＷ 基礎問題集３課
・『大地』３課 会話・例文（ディクテーション）

18

・『大地』３課 参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』３課
・『大地』４課 新語導入

19

・『大地』４課 文型１，２
ＨＷ 新語練習

20

・『大地』４課 新語クイズ①
・『大地』４課 文型３，４
・『大地』４課 新語クイズ②，③

21

・『大地』４課 使いましょう
・『大地』例文・参考語
ＨＷ 基礎問題集４課

22
23
24

・『大地』４課 会話
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』４課
・『大地』３，４課 復習
・『大地』３，４課 テスト
・『大地』５課 新語導入
・『大地』５課 文型１，２，３
・『大地』５課 新語クイズ①

25

・『大地』５課 文型４，５
ＨＷ 新語練習

26

・『大地』５課 新語クイズ②，③

・『大地』５課 使いましょう
・『大地』５課 会話・例文・参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』５課
27

・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』４課 ３，４，５
ＨＷ 基礎問題集５課
・カタカナ復習

28

・ひらがな復習
・カタカナ・ひらがなのディクテーションテスト
・『大地』６課 新語導入

29

・『大地』６課 文型１の１
ＨＷ 新語練習
・『大地』６課 新語クイズ①，②

30

・『大地』６課 文型１の２
・『大地』６課 文型２，３
・『大地』６課 新語クイズ③

31

・『大地』６課 文型４，５
・『大地』６課 使いましょう
ＨＷ 基礎問題集６課
・『大地』６課 会話・例文・参考語

32

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』６課
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』６課 ４，６

33
34
35
36

・『みんなの日本語『初級で読めるトピック２５』６課
・総復習
・『大地』まとめ１（p.39,40）テスト
・『大地』５，６課 復習
・『大地』５，６課 テスト
・『大地』７課 新語導入
・『大地』７課 文型１
・『大地』７課 新語クイズ①

37

・『大地』７課 文型１の２，３

文型２

ＨＷ 新語練習
38

・『大地』７課 新語クイズ②
・『大地』７課 文型３，４
・『大地』７課 新語クイズ③

39

・『大地』７課 使いましょう
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』７課
ＨＷ 基礎問題集７課

40

・『大地』７課 会話・例文・参考語
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』８課 p.33～36（な形容詞/い形容詞）

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初級２）
学科名

日本語科

学年 １年（4 月生）
１ 授業の内容
日本語初級（１～４）で文型の基礎を体系的に学習し，留学生が日常生活を営む上で必
要な運用力を養成する。また，漢字の読み書きを基本的なものから段階的に学習する。
２ 到達目標
既習文型を用いて各課における行動目標を遂行できるよう，学習者が自分で考え，自ら
発信し，会話できるようになることを目指す。また，日本語能力試験Ｎ５・４の漢字をマ
スターし，部首の意味まで覚えることで，新しく出てくる漢字の意味も推測できるように
なることを目指す。
３ 授業の方法
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークやペアワーク等で会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語や漢字の暗記、文法練習プリント等を課す。
７ 使用教材，教具
『日本語初級①大地 メインテキスト』スリーエーネットワーク
『日本語初級①大地 文型説明と翻訳』スリーエーネットワーク
『文法まとめリスニング初級①―日本語初級Ⅰ大地準拠』スリーエーネットワーク
『日本語初級＜１＞大地 基礎問題集』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 聴解タスク２５』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 書いて覚える文型練習帳』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 初級で読めるトピック２５』スリーエーネットワーク
『ストーリーで覚える漢字３００』スリーエーネットワーク
８ 学生へのメッセージ

質問があれば，どんなことでも質問してください。接続や動詞の活用，文末表現など，
１つ１つ確実に文型を積み上げていきましょう。
９ 教員氏名（森 彩香）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初級２）
回数
1

授業内容
・『大地』８課 新語導入
・『大地』８課 文型１，２
・『大地』８課 新語クイズ①

2

・『大地』８課 文型３，４
ＨＷ 新語練習
・『大地』８課 新語クイズ②

3

・『大地』８課 文型５
・『大地』８課 使いましょう１，２
・『大地』８課 会話・例文・参考語

4

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』１０課
ＨＷ 基礎問題集８課
・『大地』８課 新語クイズ③

5

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』８課
・『みんなの日本語書いて覚える文型練習帳』１０課 p.44-46

6
7

・『大地』７，８課 復習
・『大地』７，８課 テスト
・『大地』９課 新語導入
・『大地』９課 文型１の１，２，３
・『大地』９課 新語クイズ①

8

・『大地』９課 文型１の４，文型２
・『大地』９課 使いましょう
ＨＷ 新語練習

9

・『大地』９課 新語クイズ②
・『大地』９課 文型３，４
・『大地』９課 新語クイズ②

10

・『大地』９課 会話・例文・参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』９課
ＨＷ 基礎問題集９課

11

・『聴解タスク２５』９課
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』９課
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』９課 p.89-91

12

・『ストーリー漢字３００』１-７
ＨＷ 漢字練習

13

・『大地』１０課 新語導入
・『大地』１０課 文型１，２
・『大地』１０課 新語クイズ①

14

・『大地』１０課 文型３，４
・『ストーリー漢字３００』８-１２
ＨＷ 新語練習，漢字練習

15

・『大地』１０課 新語クイズ②，③

・『大地』１０課 使いましょう
・『大地』１０課 会話・文型・参考語
・『聴解タスク２５』第１１課１，２
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１０課
16

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』７課
・『ストーリー漢字３００』１３-１７
ＨＷ 基礎問題集１０課，漢字練習

17
18

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第１回
・漢字テスト 第１回
・『大地』９・１０課 復習
・『大地』９・１０課 テスト
・『大地』１１課 新語導入

19

・『大地』１１課 新語クイズ①
・『大地』１１課 文型１，２
・『大地』１１課 新語クイズ②

20

・『大地』１１課 文型３，４
ＨＷ 新語練習
・『大地』１１課 新語クイズ③

21

・『大地』１１課 文型５
・『大地』１１課 使いましょう
・『大地』１１課 会話・例文・参考語

22

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１１課
・『ストーリー漢字３００』１８-２２
ＨＷ 基礎問題集１１課，漢字練習

23

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』１１（プラスアルファ），１６課
・『大地』１２課 新語導入

24

・『大地』１２課 文型１
・『ストーリー漢字３００』２３-２７
ＨＷ 新語練習，漢字練習

25

・『大地』１２課 新語クイズ①
・『大地』１２課 文型２
・『大地』１２課 文型３

26

・『大地』１２課 使いましょう１，２
・『ストーリー漢字３００』２８-３２
ＨＷ 漢字練習

27

・『大地』１２課 会話・例文・参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１２課
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』１２課

28

・『大地』１１，１２課 テスト
ＨＷ 基礎問題集１２課

29

・『大地』まとめ２（p.79,80）テスト

30

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』１２課

・『ストーリー漢字３００』３３-３６
ＨＷ 漢字練習
・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第２回
31

・漢字テスト 第２回
・『大地』１３課 新語導入
・『大地』新語クイズ①

32

・『大地』１３課 文型１，２
ＨＷ 新語練習

33

・『大地』１３課 新語クイズ②
・『大地』１３課 文型３，４
・『大地』１３課 使いましょう

34

・『大地』１３課 会話・例文・参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１３課
ＨＷ 基礎問題集１３課

35

・『大地』１４課 新語導入
・『大地』１４課 文型１，２
・『大地』１４課 新語クイズ①，②

36

・『大地』１４課 文型３，４
・『ストーリー漢字３００』３７-４１
ＨＷ 新語練習

37

・『大地』１４課 新語クイズ③
・『大地』１４課 文型５
・『大地』１４課 友達の会話
・『大地』１４課 使いましょう

38

・『大地』１４課 会話・例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』４２-４６
ＨＷ ＨＷ 基礎問題集１４課，漢字練習
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１４課

39

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』１８課
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』１８課 p.89,91
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』１３課

40

・『大地』１３，１４課 復習
・『大地』１３，１４課 テスト

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初級３）
学科名

日本語科

学年 １年（4 月生）
１ 授業の内容
日本語初級（１～４）で文型の基礎を体系的に学習し，留学生が日常生活を営む上で必
要な運用力を養成する。また，漢字の読み書きを基本的なものから段階的に学習する。
２ 到達目標
既習文型を用いて各課における行動目標を遂行できるよう，学習者が自分で考え，自ら
発信し，会話できるようになることを目指す。また，日本語能力試験Ｎ５・４の漢字をマ
スターし，部首の意味まで覚えることで，新しく出てくる漢字の意味も推測できるように
なることを目指す。
３ 授業の方法
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークやペアワーク等で会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語や漢字の暗記、文法練習プリント等を課す。
７ 使用教材，教具
『日本語初級①大地 メインテキスト』スリーエーネットワーク
『日本語初級①大地 文型説明と翻訳』スリーエーネットワーク
『文法まとめリスニング初級①―日本語初級Ⅰ大地準拠』スリーエーネットワーク
『日本語初級＜１＞大地 基礎問題集』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 聴解タスク２５』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 書いて覚える文型練習帳』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 初級で読めるトピック２５』スリーエーネットワーク
『ストーリーで覚える漢字３００』くろしお出版
『シャドーウィング 日本語を話そう！ 初～中級編』くろしお出版

８ 学生へのメッセージ
初級文型に加え，漢字の学習も始まります。日本語能力試験対策には早めの漢字学習が
必要不可欠です。毎日少しずつ覚えていくようにしましょう。
９ 教員氏名（森 彩香）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初級３）
回数

授業内容
・シャドーウィング①

1

・『大地』１５課 新語導入
・『大地』１５課 文型１，２
・『大地』１５課 新語クイズ①

2

・『大地』１５課 文型３，４
・『ストーリー漢字３００』４７-５１
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング②

3

・『大地』１５課 文型５
・『大地』１５課 友達の会話
・『大地』１５課 使いましょう
・『大地』１５課 会話・例文・参考語

4

・『聴解タスク２５』１４課
・『ストーリー漢字３００』５２-５６
ＨＷ 基礎問題集１５課，漢字練習
・シャドーウィング③

5

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１５課
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』１４課 p.66,67
・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第３回

6

・漢字テスト 第３回
ＨＷ 漢字練習
・シャドーウィング④

7

・『大地』１６課 新語導入
・『大地』１６課 文型１，２
・『大地』１６課 新語クイズ①，②

8

・『大地』１６課 文型３，４
ＨＷ 新語練習
・シャドーウィング⑤
・『大地』１６課 新語クイズ③

9

・『大地』１６課 使いましょう
・『大地』１６課 例文・参考語
・『聴解タスク２５』第１５課
・『大地』１６課 会話

10

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１６課
・『ストーリー漢字３００』５７-６１
ＨＷ 基礎問題集１６課，漢字練習

11
12

・『大地』１５・１６課 復習
・『大地』１５・１６課 テスト
・『みんなの日本語初級で読めるトピック２５』１５課
・『大地』１７課 新語導入

・『ストーリー漢字３００』６２-６６
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング⑥
13

・『大地』１７課 新語クイズ①
・『大地』１７課 文型１，２
・『大地』１７課 文型３
・『大地』１７課 友達の会話

14

・『大地』１７課 使いましょう
・『ストーリー漢字３００』６７-７１
ＨＷ 漢字練習
・シャドーウィング⑦

15

・『大地』１７課 新語クイズ②，③
・『大地』１７課 文型４
・『大地』１７課 会話・例文・参考語

16

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１７課
・『ストーリー漢字３００』７２-７４
ＨＷ 基礎問題集１７課，漢字練習
・シャドーウィング⑧

17

・『大地』１８課 新語導入
・『大地』１８課 文型１，２
・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第４回

18

・漢字テスト 第４回
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング⑨

19

・『大地』１８課 新語クイズ①，②
・『大地』１８課 文型３
・『大地』新語クイズ③
・『大地』１８課 文型４

20

・『大地』１８課 友達の会話
・『大地』１８課 使いましょう
ＨＷ 基礎問題集１８課
・シャドーウィング⑩

21

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１８課
・『大地』１８課 会話・例文・参考語

22
23

・総復習
・『大地』まとめ３（p.123,124）テスト
・『大地』１７・１８課 復習
・『大地』１７・１８課 テスト
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』１９課

24

・『ストーリー漢字３００』７５-７９
ＨＷ 漢字練習

25

・シャドーウィング２①
・『大地』１９課 新語導入

・『大地』１９課 文型１
・『大地』１９課 新語クイズ①
26

・『大地』１９課 文型２
・『ストーリー漢字３００』８０-８４
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング２②

27

・『大地』１９課 新語クイズ②，③
・『大地』１９課 文型３
・『大地』１９課 友達の会話

28

・『大地』１９課 使いましょう
・『ストーリー漢字３００』８５-８９
ＨＷ 基礎問題集１９課，漢字練習
・シャドーウィング２③

29

・『大地』１９課 会話・例文・参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１９課

30
31

・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』２０課 p.101-104
・シャドーウィング２④
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』２１課
・『大地』２０課 新語導入

32

・『大地』２０課 文型１
・『ストーリー漢字３００』９０-９２
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング２⑤

33

・『大地』２０課 新語クイズ①，②
・『大地』２０課 文型２
・『大地』２０課 使いましょう
・『大地』２０課 会話・例文・参考語

34

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』２０課
・『ストーリー漢字３００』９３-９７
ＨＷ 基礎問題集２０課，漢字練習

35
36

・『大地』１９・２０課 復習
・『大地』１９・２０課 テスト
・『ストーリー漢字３００』チャレンジ５
・漢字テスト 第５回
・シャドーウィング２⑥

37

・『大地』２１課 新語導入
・『大地』２１課 文型１
・『大地』２１課 新語クイズ①，②

38

・『大地』２１課 文型２，３
ＨＷ 新語練習

39

・シャドーウィング２⑦
・『大地』２１課 新語クイズ③

・『大地』２１課 使いましょう
・『大地』２１課 会話・例文・新語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』２１課
40

・『みんなの日本語初級で読めるトピック２５』２５課
・『ストーリー漢字３００』９８-１０２
ＨＷ 基礎問題集２１課，漢字練習

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初級４）
学科名

日本語科

学年 １年（4 月生）
１ 授業の内容
日本語初級（１～４）で文型の基礎を体系的に学習し，留学生が日常生活を営む上で必
要な運用力を養成する。また，漢字の読み書きを基本的なものから段階的に学習する。
２ 到達目標
既習文型を用いて各課における行動目標を遂行できるよう，学習者が自分で考え，自ら
発信し，会話できるようになることを目指す。また，日本語能力試験Ｎ５・４の漢字を部
首の意味まで覚えることで，新出漢字の意味も推測できるようになることを目指す
３ 授業の方法
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークやペアワーク等で会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語や漢字の暗記、文法練習プリント等を課す。
７ 使用教材，教具
『日本語初級①大地 メインテキスト』スリーエーネットワーク
『日本語初級①大地 文型説明と翻訳』スリーエーネットワーク
『文法まとめリスニング初級①―日本語初級Ⅰ大地準拠』スリーエーネットワーク
『日本語初級＜１＞大地 基礎問題集』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 聴解タスク２５』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 書いて覚える文型練習帳』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 初級で読めるトピック２５』スリーエーネットワーク
『ストーリーで覚える漢字３００』くろしお出版
『シャドーウィング 日本語を話そう！初～中級編』くろしお出版
８ 学生へのメッセージ

日本語を話す機会も増え，国籍の異なるクラスメイトとも少しずつ意思の疎通が図れて
きたのではないでしょうか。諦めずに，体系的に日本語を習得していきましょう。
９ 教員氏名（高塚俊郎）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初級４）
回数

授業内容
・シャドーウィング２⑨

1

・『大地』２２課 新語導入
・『大地』２２課 文型１，２
・『大地』２２課 新語クイズ①

2

・『大地』２２課 文型３，４
・『ストーリー漢字３００』１０３-１０７
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング３①
・『大地』２２課 新語クイズ②，③

3

・『大地』２２課 友達の会話
・『大地』２２課 使いましょう
・『大地』２２課 会話・例文・参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』２２課

4

・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』２４課 p.126-128
・『ストーリー漢字３００』１０８-１１１
ＨＷ 基礎問題集２２課，漢字練習
・シャドーウィング３②

5

・総復習
・『大地』２２課 まとめ４（p.149,150）テスト

6
7
8

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第６回
・漢字テスト 第６回
・シャドーウィング３③
・総復習
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』２４課
・『大地』２１・２２課テスト

9

・総合テストⅠ

10

・総合テストⅠ
・シャドーウィング３④

11

・『大地』２３課 新語導入
・『大地』２３課 文型１
・新語クイズ①

12

・『大地』２３課 文型２
・『ストーリー漢字３００』１１２-１１６
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング３⑤

13

・新語クイズ②
・『大地』２３課 文型３
・『大地』２３課 使いましょう

14

・新語クイズ③
・『大地』２３課 会話・例文・参考語

・『ストーリー漢字３００』１１７-１２１
ＨＷ 基礎問題集２３課，漢字練習
・シャドーウィング３⑥
15

・『聴解タスク２５』第１９課
・『大地』２４課 新語導入
・『大地』２４課 文型１
・新語クイズ①

16

・『大地』２４課 文型２
・『ストーリー漢字３００』１２２-１２６
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング３⑦

17

・新語クイズ②
・『大地』２４課 文型３，４
・新語クイズ③
・『大地』２４課 使いましょう

18

・『大地』２４課 会話・例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』１２７-１３０
ＨＷ 基礎問題集２４課，漢字練習
・シャドーウィング３⑧

19

・『聴解タスク２５』第２７課
・『大地』２３・２４課テスト

20

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第７回
・漢字テスト 第７回
・シャドーウィング４①

21

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』２７課
・『大地』２５課 新語導入
・新語クイズ①

22

・『大地』２５課 文型１
ＨＷ 新語練習
・シャドーウィング４②

23

・新語クイズ②
・『大地』２５課 文型２，３
・新語クイズ③
・『大地』２５課 文型４

24

・『大地』２５課 使いましょう
・『ストーリー漢字３００』１３１-１３５
ＨＷ 基礎問題集２５課，漢字練習
・シャドーウィング４③

25

・『大地』２５課 会話・例文・参考語
・『聴解タスク２５』第３９・４０課（一部）
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３９課

26

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４０課
・『大地』２６課 新語導入

・『ストーリー漢字３００』１３６-１４０
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング４④
27

・新語クイズ①
・『大地』２６課 文型１，２
・新語クイズ②，③
・『大地』２６課 文型３

28

・『大地』２６課 使いましょう
・『ストーリー漢字３００』１４１-１４５
ＨＷ 基礎問題集２６課，漢字練習
・シャドーウィング４⑤

29

・『大地』２６課 会話・例文・参考語
・『聴解タスク２５』第２３課

30

・復習
・『大地』２５・２６課テスト
・シャドーウィング４⑥

31

・『大地』２７課 新語導入
・『大地』２７課 文型１，２
・新語クイズ①，②

32

・『大地』２７課 文型３
・『ストーリー漢字３００』１４６-１５０
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング４⑦

33

・新語クイズ③
・『大地』２７課 使いましょう
・『大地』２７課 例文・参考語
・『大地』２７課 会話

34

・基礎問題集２７課
・『大地』 まとめ５（p.31,32）テスト
・シャドーウィング４⑧

35

・『大地』２８課 新語導入
・『大地』２８課 文型１
・『大地』２８課 使いましょう１

36

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第８回
・漢字テスト 第８回
・シャドーウィング５①

37

・『大地』２８課 新語クイズ①
・『大地』２８課 文型２
・『大地』２８課 使いましょう２
・『大地』２８課 新語クイズ②，③

38

・『大地』２８課 文型３，４
ＨＷ 基礎問題集２８課

39

・シャドーウィング５②

・『大地』 会話・例文・参考語
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』２９課 p.20-22
40

・復習
・『大地』２７課テスト

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初中級１）
学科名

日本語科

学年 １年（4 月生）
１ 授業の内容
日本語初中級（１～４）で文型の基礎を体系的に学習し，留学生が日常生活を営む上で
必要な運用力を養成する。また，漢字の読み書きを基本的なものから段階的に学習する。
２ 到達目標
既習文型を用いて各課における行動目標を遂行できるよう，学習者が自分で考え，自ら
発信し，会話できるようになることを目指す。また，日本語能力試験Ｎ５・４の漢字を部
首の意味まで覚え，新出漢字の意味も推測できるようになることを目指す。
３ 授業の方法
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークで会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語や漢字の暗記、文法練習プリント等を課す。
７ 使用教材，教具
『日本語初級①大地 メインテキスト』スリーエーネットワーク
『日本語初級①大地 文型説明と翻訳』スリーエーネットワーク
『文法まとめリスニング初級①―日本語初級Ⅰ大地準拠』スリーエーネットワーク
『日本語初級＜１＞大地 基礎問題集』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 聴解タスク２５』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 書いて覚える文型練習帳』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 初級で読めるトピック２５』スリーエーネットワーク
『ストーリーで覚える漢字３００』くろしお出版
『シャドーウィング 日本語を話そう！初～中級編』くろしお出版
８ 学生へのメッセージ

徐々に話せる言葉が増えてくると同時に，言語構造についても理解が深まってきます。
留学生活を活かし，言語習得の面白さを感じながら，日本語力向上に繋げていきましょう。
９ 教員氏名（森 彩香）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初中級１）
回数

授業内容
・シャドーウィング５③

1

・『大地』２９課 新語導入
・『大地』２９課 文型１
・『大地』２９課 新語クイズ①

2

・『大地』２９課 文型２，３
・『ストーリー漢字３００』１５１-１５５
・シャドーウィング５④

3

・『大地』２９課 新語クイズ②
・『大地』２９課 文型４
・『大地』２９課 使いましょう
・『大地』２９課 新語クイズ③

4

・『大地』２９課 会話・例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』１５６-１６０
・シャドーウィング５⑤

5

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』２８課
・『聴解タスク２５』２８課
・『大地』３０課 新語導入

6

・『大地』３０課 文型１
・『ストーリー漢字３００』１６１-１６５
・シャドーウィング５⑥

7

・『大地』３０課 新語クイズ①
・『大地』３０課 文型２
・『大地』３０課 新語クイズ②

8

・『大地』３０課 文型３
・『大地』３０課 使いましょう１，２
・『ストーリー漢字３００』１６６-１７０
・シャドーウィング５⑦

9

・『大地』３０課 会話・例文・参考語
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３１課

10

・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』３１課 p.32-35
・『ストーリー漢字３００』１７１-１７５
・シャドーウィング１①

11

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第９回
・漢字テスト 第９回

12

・『大地』３１課 新語導入
・『大地』３１課 文型１，２
・シャドーウィング１②

13

・『大地』３１課 新語クイズ①
・『大地』３１課 文型３

14

・『大地』３１課 新語クイズ②

・『大地』３１課 文型４
・シャドーウィング１③
15

・『大地』３１課 新語クイズ③
・『大地』３１課 文型５
・『大地』３１課 使いましょう

16

・復習
・『大地』２８・２９課テスト
・シャドーウィング１④

17

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３０課
・『大地』３２課 新語導入
・『大地』３２課 新語クイズ①

18

・『大地』３２課 文型１
・『ストーリー漢字３００』１７６-１８０
・シャドーウィング１⑤

19

・『大地』３２課 新語クイズ②
・『大地』３２課 文型２
・『大地』３２課 新語クイズ③

20

・『大地』３２課 文型３
・『ストーリー漢字３００』１８１-１８５
・シャドーウィング１⑥

21

・『大地』３２課 使いましょう１，２
・『大地』３２課 会話・例文・参考語

22

・復習
・『大地』 まとめ６（p.63，64）テスト
・シャドーウィング１⑦

23

・復習
・『大地』３０・３１課テスト，３２課テスト
・『大地』３３課 新語導入

24

・『大地』３３課 文型１（動詞）
・『ストーリー漢字３００』１８６-１８７
・シャドーウィング１⑧

25

・『大地』３３課 新語クイズ①
・『大地』３３課 文型１（い・な形容詞，名詞）

26

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第１０回
・漢字テスト 第１０回
・シャドーウィング１⑩

27

・『大地』３３課 新語クイズ②
・『大地』３３課 文型２

28
29

・『大地』３３課 使いましょう
・『大地』３３課 会話・例文・参考語
・シャドーウィング２①
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３２課

・『聴解タスク』３２課
30

・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』３２課 41-44，46,47
・シャドーリング２②

31

・『大地』３４課 新語導入
・『大地』３４課 文型１，２
・『大地』３４課 新語クイズ①，②

32

・『大地』３４課 文型３
・『ストーリー漢字３００』１８８-１９２
・シャドーウィング２③

33

・『大地』３４課 文型４
・『大地』３４課 使いましょう
・『大地』３４課 会話・例文・参考語

34

・『聴解タスク』２９，３８課
・『ストーリー漢字３００』１９３-１９７
・シャドーウィング２④

35

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』２９課
・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』p.87-91

36

・復習
・３３・３４課テスト
・シャドーウィング２⑤

37

・『大地』３５課 新語導入
・『大地』３５課 文型１，２

38

・『大地』３５課 新語クイズ①
・『大地』３５課 文型３
・シャドーウィング２⑥

39

・『大地』３５課 新語クイズ②
・『大地』３５課 使いましょう１，２
・『大地』３５課 文型４
・『大地』３５課 会話・例文・参考語

40

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４２課
・『ストーリー漢字３００』１９８-２０２

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初中級２）
学科名

日本語科

学年 １年（4 月生）
１ 授業の内容
日本語初中級（１～４）で文型の基礎を体系的に学習し，留学生が日常生活を営む上で
必要な運用力を養成する。また，漢字の読み書きを基本的なものから段階的に学習する。
２ 到達目標
既習文型を用いて各課における行動目標を遂行できるよう，学習者が自分で考え，自ら
発信できるようになることを目指す。また，日本語能力試験Ｎ５・４の漢字をマスターし，
部首の意味まで覚えることで，新出漢字の意味も推測できるようになることを目指す。
３ 授業の方法
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークで会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークで会話の練習も行う。
７ 使用教材，教具
『日本語初級②大地 メインテキスト』スリーエーネットワーク
『日本語初級②大地 文型説明と翻訳』スリーエーネットワーク
『日本語初級＜Ⅱ＞大地 基礎問題集』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅱ 聴解タスク２５』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅱ 書いて覚える文型練習帳』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅱ 初級で読めるトピック２５』スリーエーネットワーク
『ストーリーで覚える漢字３００』くろしお出版
『シャドーウィング 日本語を話そう！初～中級編』くろしお出版
８ 学生へのメッセージ

語彙も増え，聞いてわかる言葉が増えてきたのではないでしょうか。その分，文型だけ
でなく，漢字も難易度が上がってきますが，漢字の成り立ちやつくりにも興味を持ちなが
ら，少しずつ覚えていきましょう。
９ 教員氏名（森 彩香）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初中級２）
回数

授業内容
・シャドーウィング２⑦

1

・『大地』３６課 新語導入
・『大地』３６課 文型１
・『大地』３６課 新語クイズ①

2

・『大地』３６課 文型２，３
・『ストーリー漢字３００』２０３-２０６
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング２⑧

3

・『大地』３６課 新語クイズ②
・『大地』３６課 文型４

4

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第１１回
・漢字テスト 第１１回
・シャドーウィング２⑨

5

・『大地』３６課 使いましょう
・『大地』３６課 会話・例文・参考語
・『聴解タスク』３７課

6
7

・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』p.78-86
ＨＷ 基礎問題集３７課
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３７課
・『大地』３５・３６課テスト
・『大地』３７課 新語導入

8

・『大地』３７課 文型１
・『ストーリー漢字３００』２０７-２１１
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング３①

9

・『大地』新語クイズ①，②
・『大地』３７課 文型２
・『大地』３７課 使いましょう
・『大地』新語クイズ③
・『大地』３７課 文型３

10

・『大地』３７課 会話・例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』２１２-２１６
ＨＷ 基礎問題集３７課，漢字練習
・シャドーウィング３②

11

・『聴解タスク』４３課
・『大地』まとめ７（p.95,96）テスト
ＨＷ 『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４３課
・『大地』３８課 新語導入

12

・『大地』３８課 文型１
・『ストーリー漢字３００』２１７-２２１

ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング３③
13

・『大地』新語クイズ①
・『大地』３８課 文型２，３
・『大地』新語クイズ②
・『大地』３８課 文型４

14

・『大地』３８課 使いましょう
・『ストーリー漢字３００』２２２-２２６
ＨＷ 漢字練習
・シャドーウィング３④

15

・『大地』３８課 新語クイズ③
・『大地』３８課 会話・例文・参考語
・『聴解タスク』３３課
・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第１２回

16

・漢字テスト 第１２回
ＨＷ 基礎問題集３８課
・シャドーウィング３⑤

17

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３３課
・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』３３課 p.48-52
・『大地』３９課 新語導入

18

・『大地』３９課 文型１
ＨＷ 新語練習
・シャドーウィング３⑥

19

・『大地』３９課 新語クイズ①
・『大地』３９課 文型２
・『大地』３９課 新語クイズ②，③

20

・『大地』３９課 文型３
・『ストーリー漢字３００』２２７-２３１
ＨＷ 漢字練習
・シャドーウィング３⑦

21

・復習
・『大地』３７課テスト、３８・３９課テスト
・『大地』３９課 使いましょう

22

・『大地』３９課 会話・例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』２３２-２３６
ＨＷ 基礎問題集３９課
・シャドーウィング３⑧

23

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４７課
・『聴解タスク』４７課

24
25

・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』４７課 138-142
・シャドーウィング４①
・『大地』４０課 新語導入

・『大地』４０課 文型１
・『大地』４０課 新語クイズ①，②
26

・『大地』４０課 文型２
・『ストーリー漢字３００』２３７-２４１
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング４②

27

・『大地』４０課 新語クイズ③
・『大地』４０課 文型３，４
・『大地』４０課 使いましょう

28

・『ストーリー漢字３００』２４２-２４３
ＨＷ 基礎問題集４０課，漢字練習
・シャドーウィング４③

29

・『大地』４０課 会話・例文・参考語
ＨＷ 『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４８課

30
31
32

・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』p.143-148
・『聴解タスク』４８課
・『大地』４０・４１課テスト
・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第１３回
・漢字テスト 第１３回
・シャドーウィング４④

33

・『大地』４１課 新語導入
・『大地』４１課 文型１，２
・『大地』４１課 新語クイズ①

34

・『大地』４１課 文型３，４
・『ストーリー漢字３００』２４４-２４８
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング４⑤

35

・『大地』４１課 新語クイズ②
・『大地』４１課 文型５，６
・『大地』４１課 新語クイズ③
・『大地』４１課 使いましょう

36

・『大地』４１課 例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』２４９-２５３
ＨＷ 漢字練習，基礎問題集４１課
・シャドーウィング４⑥

37

・『大地』４１課 会話
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４９課
・『聴解タスク』４９課

38

・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』p.151-153
・『大地』まとめ８（p.127,128）テスト

39

・総合テストⅡ

40

・総合テストⅡ

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初中級３）
学科名

日本語科

学年 １年（4 月生）
１ 授業の内容
初級から中級への橋渡し教材としてテキスト『中級へ行こう』を使用する。日本語能力
試験Ｎ４・Ｎ３程度の文型を用いて、多様なテーマで書かれた丁寧体の読み物を通し、日
本語の「読む・書く・聞く・話す」といった４技能を総合的に学習する。日本語能力試験
対策のための補助教材として『パターン別徹底ドリル』と『日本語総まとめ』を用い、各
分野（語彙・文法・読解・聴解）の出題傾向を押さえながら、Ｎ３の語彙や文型への習熟
を図る。
２ 到達目標
ディスカッション等の活動のための予備知識を習得しながら、中級の特色であるまとり
のある文にも「読む・書く・聞く・話す」の４技能で対応できる力を身に付ける。さらに、
日本語能力試験Ｎ４・Ｎ３の出題傾向や頻出文型についても知識が深まり、模擬試験の正
答率が上がることを目標とする。
３ 授業の方法
総合日本語と日本語能力試験対策の時間に分けて、それぞれティームティーチングで指
導していく。グループワークで会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語の意味調べや漢字の学習プリントを課す。授業前に予習をして質問などが
あれば、ノートにまとめておく。
７ 使用教材，教具
『中級へ行こう』スリーエーネットワーク
『パターン別徹底ドリルＮ３』アルク
『日本語総まとめＮ３文法』アスク
８ 学生へのメッセージ

中級に入り、学習項目としてよりくだけた話し言葉や、よりかしこまった書き言葉も多
く見聞きするようになります。類義語や文型の簡単な言い換えを覚えるなどして対策に努
めましょう。
９ 教員氏名（森 彩香）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初中級３）
回数
1
2
3
4
5
6
7

授業内容
『中級へ行こう』１課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
『中級へ行こう』１課 学習項目１，２
ＨＷ １課言葉・漢字クイズ，新語練習
『中級へ行こう』１課 学習項目３，４，大切な文を書き写しましょう
『中級へ行こう』１課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文，清書
ＨＷ １課大切な文を書き写しましょう，２課新しい言葉
『中級へ行こう』２課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
『中級へ行こう』２課 学習項目１，２
ＨＷ ２課言葉クイズ，新語練習
『日本語総まとめＮ３文法』第１週 １・２日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

8

読解「指示代名詞」基本，応用（１），（２）
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」①１-４

9

『日本語総まとめＮ３文法』第１週 ３・４日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

10

聴解「課題理解」基本，応用①-④
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」①５-８

11
12
13
14
15
16
17

『中級へ行こう』２課 学習項目３，４
『中級へ行こう』２課 学習項目５
ＨＷ ２課漢字クイズ，大切な文を書き写しましょう
『中級へ行こう』２課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
『中級へ行こう』復習１，２課

練習帳「新しい文型と表現」，２課ごとテスト

ＨＷ 作文の清書，３課新しい言葉
『中級へ行こう』３課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
『中級へ行こう』３課 学習項目１，２
ＨＷ ３課言葉・漢字クイズ，新語練習
『日本語総まとめＮ３文法』第１週 ５・６日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

18

読解「理由」基本，応用（１），（２）
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」①９-１２

19

『日本語総まとめＮ３文法』第１週 ７日目， 第２週 １日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

20

聴解「ポイント理解」基本，応用①-④
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」②１-４

21
22
23

『中級へ行こう』３課 学習項目３，４
『中級へ行こう』３課 学習項目５，６
ＨＷ ３課大切な文を書き写しましょう，４課新しい言葉
『中級へ行こう』３課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文

24
25
26
27

『中級へ行こう』４課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
ＨＷ 作文の清書，新語練習
『中級へ行こう』４課 学習項目１，２
『中級へ行こう』４課 学習項目３
ＨＷ ４課言葉・漢字クイズ
『日本語総まとめＮ３文法』第２週 ２・３日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

28

読解「内容一致」基本
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」②５-８

29

『日本語総まとめＮ３文法』第２週 ４・５日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

30

聴解「概要理解」基本，応用①-④
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」②９-１２

31
32
33
34
35
36
37

『中級へ行こう』４課 学習項目４，５
『中級へ行こう』４課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
ＨＷ ４課大切な文を書き写しましょう，作文の清書，５課新しい言葉
『中級へ行こう』復習３・４課

練習帳「新しい文型と表現」，２課ごとテスト

『中級へ行こう』５課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
ＨＷ ５課言葉クイズ，新語練習
『中級へ行こう』５課 学習項目１，２
『中級へ行こう』５課 学習項目３，４
ＨＷ ５課漢字クイズ，大切な文を書き写しましょう
『日本語総まとめＮ３文法』第２週 ６・７日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

38

読解「内容一致」応用
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」③１-４

39

『日本語総まとめＮ３文法』第３週 １・２日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』

40

聴解「発話表現」基本，応用①-④
ＨＷ この漢字をマスターしよう「漢字読み」③５-８

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初中級４）
学科名

日本語科

学年 １年（4 月生）
１ 授業の内容
日本語能力試験Ｎ４・Ｎ３程度の文型を用いて、多様なテーマで書かれた普通体の読み
物を通して、日本語の「読む・書く・聞く・話す」といった４技能を総合的に学習する。
日本語能力試験対策のための補助教材として『パターン別徹底ドリル』と『日本語総まと
め』を用い、各分野（語彙・文法・読解・聴解）の出題傾向をすべて押さえながら反復練
習し、Ｎ３の語彙や文型へのより深い習熟を図る。
２ 到達目標
ディスカッション等の活動を通して、よりまとまった文、より長い文章にも４技能で対
応できる力を身に付ける。さらに、日本語能力試験Ｎ３の出題傾向や頻出文型についても
知識が深まり、模擬試験の正答率が上がることを目標とする。
３ 授業の方法
総合日本語と日本語能力試験対策の時間に分けて、それぞれティームティーチングで指
導していく。グループワークで会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項

６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語の意味調べや漢字の学習プリントを課す。授業前に予習をして質問などが
あれば、ノートにまとめておく。
７ 使用教材，教具
『中級へ行こう』スリーエーネットワーク
『パターン別徹底ドリルＮ３』アルク
『日本語総まとめＮ３文法』アスク出版
８ 学生へのメッセージ

メインテキスト『中級へ行こう』も後半になるにつれて、既習文型が増えてきます。文
型の簡単な言い換えのほか、類似している文型の要点整理など、課外における自主学習の
時間をとることも心がけましょう。『日本語総まとめＮ３』は授業前に予習をして、授業
中に質問や作例するなどして理解を深めましょう。
９ 教員氏名（森 彩香）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初中級４）
回数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

授業内容
『中級へ行こう』５課 学習項目５，６
『中級へ行こう』５課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
ＨＷ 作文の清書，６課新しい言葉
『中級へ行こう』６課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
『中級へ行こう』６課 学習項目１，２
ＨＷ ６課言葉・漢字クイズ，新語練習
『中級へ行こう』６課 学習項目３，４
『中級へ行こう』６課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
ＨＷ ６課大切な文を書き写しましょう，作文の清書，７課新しい言葉
『日本語総まとめＮ３文法』第３週 ３・４日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』
読解「情報検索」基本，応用
『日本語総まとめＮ３文法』第３週 ５・６日目
『パターン別徹底ドリルＮ３』
聴解「即時応答」基本，応用①-④
『中級へ行こう』復習５・６課

練習帳「新しい文型と表現」，２課ごとテスト

『中級へ行こう』７課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
ＨＷ ７課言葉クイズ，新語練習
『中級へ行こう』７課 学習項目１，２
『中級へ行こう』７課 学習項目３，４
ＨＷ ７課漢字クイズ①
『中級へ行こう』７課 学習項目５
『中級へ行こう』７課 学習項目６，７
ＨＷ ７課漢字クイズ②，大切な文を書き写しましょう
『日本語総まとめＮ３文法』第３週 ７日目，第４週 １日目
『中級へ行こう』７課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
ＨＷ 作文の清書，８課新しい言葉
『日本語総まとめＮ３文法』第４週 ２・３日目
『中級へ行こう』８課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
ＨＷ ８課言葉クイズ，新語練習
『中級へ行こう』８課 学習項目１，２
『中級へ行こう』８課 学習項目３，４
ＨＷ ８課漢字クイズ，大切な文を書き写しましょう
『中級へ行こう』８課 学習項目５，６
『中級へ行こう』８課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
ＨＷ 作文の清書，９課新しい言葉

25

『中級へ行こう』復習８課

26

『中級へ行こう』９課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ

練習帳「新しい文型と表現」，２課ごとテスト

ＨＷ ９課言葉クイズ，新語練習
27
28

『日本語総まとめＮ３文法』第４週 ４・５日目
『中級へ行こう』９課 学習項目１，２
ＨＷ ５課漢字クイズ，大切な文を書き写しましょう

29

『日本語総まとめＮ３文法』第４週 ６・７日目

30

『中級へ行こう』９課 学習項目３，６

31

『中級へ行こう』９課 学習項目４，５

32
33
34
35
36
37
38

『中級へ行こう』９課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
ＨＷ ９課 作文の清書，１０課新しい言葉
『中級へ行こう』１０課 話しましょう，新語導入，ことばの練習，本文ＱＡ
『中級へ行こう』１０課 学習項目１，２
ＨＷ １０課言葉クイズ，新語練習
『中級へ行こう』１０課 学習項目３，４
『中級へ行こう』１０課 学習項目５，６
ＨＷ ５課漢字クイズ，大切な文を書き写しましょう
『日本語総まとめＮ３文法』第５週 １・２日目
『中級へ行こう』１０課 チェックシート，本文の音読，聴解タスクシート，作文
ＨＷ １０課 作文の清書

39

『日本語総まとめＮ３文法』第５週 ３・４日目

40

『中級へ行こう』復習９・１０課

練習帳「新しい文型と表現」，２課ごとテスト

シラバス（授業計画書）
科目名（総合演習Ａ）
学科名

日本語科（７月生）
学年 １年

１ 授業の内容
日本での留学生活を快適に過ごすためのマナーやルールについて学ぶほか，アルバイト
で必要な基本的な日本語を身につける。また，社会福祉施設の夏祭りにて利用者様との交
流を交えたボランティア活動にも参加する。
２ 到達目標
留学生活において仕事・学業・プライベートのどの場面においても自立した行動がとれ
るようになること，また，自分の目的に向かってやり遂げる姿勢を育むことを目標とする。
３ 授業の方法
デスクワークのほか、課外活動も行う。
４ 成績評価方法・基準
出席状況，授業態度，試験結果，レポートなどを総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
規則正しい学校生活が送れるように、
『留学生の手引き』をよく読んでおく。
７ 使用教材，教具
『入寮の手引き』
『留学生の手引き』
『留学生活スタートブック』
８ 学生へのメッセージ
思うようにアルバイトが見つからなかったり，日本人のとのコミュニケーションがうま
くいかなかったり，最初はさまざまな壁に直面するかもしれませんが，悩みなど，少しで
も気になることがあれば何でも相談してください。一緒に乗り越えましょう。

９ 教員氏名（黒川 菜未）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（総合演習Ａ）７月生
回数
1

授業内容
プレースメントテスト
新入生オリエンテーション(1)

2

・副校長先生の講話
・『入寮の手引き』，『留学生生活スタートブック』を用いて，寮での諸注意について説明
新入生オリエンテーション(2)

3

・『入寮の手引き』，『留学生生活スタートブック』を用いて，寮での諸注意について説明
・入寮誓約書にサインさせる
新入生オリエンテーション(3)

4

・『留学生の手引き』，『留学生生活スタートブック』を用いて，入学時の提出物，学外（市役
所）での諸手続きについて説明
新入生オリエンテーション(4)

5

・『留学生の手引き』，『留学生生活スタートブック』を用いて，学外（市役所・入国管理局）
での諸手続きについて説明

6

新入生オリエンテーション(5)
・住民異動届の記入
・国民年金保険料学生納付特例申請書の記入
・国民健康保険税申告書の記入
・ゆうちょ銀行開設申込書の記入

7

新入生オリエンテーション(6)
・『留学生の手引き』，『留学生生活スタートブック』『授業中のルール』を用いて，授業に関
することを説明
新入生オリエンテーション(7)

8

・校内施設案内
・google 翻訳などパソコン室の利用について説明
新入生オリエンテーション(8)

9

・『留学生の手引き』，『留学生生活スタートブック』を用いて，アルバイト，除籍・退学，証
明書発行について説明

10
11

新入生オリエンテーション(9)
・『留学生の手引き』，『留学生生活スタートブック』を用いて，校納金と通学について説明

新入生オリエンテーション(10)
・『留学生の手引き』，『留学生生活スタートブック』を用いて，アルバイトについて説明
新入生オリエンテーション(11)

12

・『留学生活スタートブック』を用いて、トイレ・風呂の使用上の注意点、ゴミ出しの仕方、騒
音、お金と生活のことについて説明

13

ウェルカムセレモニー

14

ウェルカムセレモニー

15

社会福祉施設 夏祭りにて利用者様との交流を交えたボランティア活動

16

社会福祉施設 夏祭りにて利用者様との交流を交えたボランティア活動

17

アルバイト適正指導と試験，履歴書の書き方指導

18

アルバイト適正指導と試験，履歴書の書き方指導

19

バスの乗り方指導，定期券の買い方指導

20

終業式，教室清掃

シラバス（授業計画書）
科目名（総合演習Ｂ）
学科名

日本語科

学年 １年（７月生）
１ 授業の内容
日本語能力試験の対策として模擬試験を行うほか，異文化コミュニケーション能力を養
うための小学校と連携した国際交流会などの課外活動も実施する。また，専門課程ではど
のような授業を受けるのか，どの程度の日本語力が必要なのかなど知識を得るため，介護
福祉科授業見学会も実施する。
２ 到達目標
模擬試験にて日本語能力試験に合格するための総合的な力を身に付けるほか，課外活動
では日本人とのコミュニケーション能力や生きた日本語の聴解力を身に付けることを目標
とする。
３ 授業の方法
デスクワークのほか，時間を計って模擬試験をしたり，課外活動を行ったりする。
４ 成績評価方法・基準
出席状況，授業態度，試験結果，レポートなどを総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
模擬試験で間違ったところはしっかり復習しておく。わからないところはノートにまと
めて、学校で質問する。
７ 使用教材，教具
『日本語初級②大地』スリーエーネットワーク
８ 学生へのメッセージ
日本語能力試験の解答にあたっては出題パターンの把握と時間配分が大切です。少しで
も本番で力が発揮できるよう，模擬試験を使ってその習熟に努めてください。
９ 教員氏名（黒川 菜未）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（総合演習Ｂ）７月生
回数

授業内容
・シャドーウィング

1

・『大地』４２課 新語導入
・『大地』４２課 文型１，２
・『大地』４２課 新語クイズ①，②

2

・『大地』４２課 文型３
・『ストーリー漢字３００』
・シャドーウィング

3

・『大地』４２課 新語クイズ③
・『大地』４２課 使いましょう１，２
・『大地』４２課 使いましょう３

4

・『大地』４２課 例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』
・シャドーウィング

5

・『大地』４２課 会話
・『聴解タスク』５０課

6

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』５０課
・『ストーリー漢字３００』

7

・４２課の復習

8

・『大地』４２課テスト

9

『大地』授業 総まとめ

10

『大地』授業 総まとめ

11

介護福祉科授業見学会

12

介護福祉科授業見学会感想文、進学ガイダンス

13

介護福祉科奨学金説明会，先輩からの講話

14

介護福祉科奨学金説明会，先輩からの講話感想文と事後指導

15

県警講話

16

防火講話

17

長期休暇前オリエンテーション
・休暇中の学外での過ごし方についての諸注意

18

課外活動（初詣と平和学習）

19

課外活動（初詣と平和学習）

20

課外活動（銭座小学校国際交流会）

21

課外活動（銭座小学校国際交流会）

22

こころフェスティバルの準備（掲示物や材料等）

23

こころフェスティバルでの異文化体験と国際交流

24

こころフェスティバルでの異文化体験と国際交流

25

こころフェスティバルでの異文化体験と国際交流

26

ＪＬＰＴ模擬試験 解き方の説明と諸注意

27

ＪＬＰＴ模擬試験（Ｎ４）

28

ＪＬＰＴ模擬試験（Ｎ４）

29

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

30

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

31

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

32

ＪＬＰＴ模擬試験 解説

33

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解き方の説明と諸注意

34

合同ＪＬＰＴ模擬試験（Ｎ４）

35

合同ＪＬＰＴ模擬試験（Ｎ４）

36

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

37

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

38

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

39

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

40

終業式，教室清掃

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初級１）
学科名

日本語科

学年 １年（７月生）
１ 授業の内容
日本語初級（１～４）で文型の基礎を体系的に学習し，留学生が日常生活を営む上で必
要な運用力を養成する。
２ 到達目標
初歩的な文型を用いて各課における行動目標を遂行できるよう，学習者が自分で考え，
自ら発信し，会話できるようになることを目指す。
３ 授業の方法
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークやペアワーク等で会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語や漢字の暗記、文法練習プリント等を課す。
７ 使用教材，教具
『日本語初級①大地 メインテキスト』スリーエーネットワーク
『日本語初級①大地 文型説明と翻訳』スリーエーネットワーク
『文法まとめリスニング初級①―日本語初級Ⅰ大地準拠』スリーエーネットワーク
『日本語初級＜１＞大地 基礎問題集』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 聴解タスク２５』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 書いて覚える文型練習帳』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 初級で読めるトピック２５』スリーエーネットワーク
８ 学生へのメッセージ
授業では積極的に心の中にあるイメージを言葉にしてみてください。習いたての言葉で
発話するのは緊張しますが，意思の疎通が図れると嬉しいものです。教師を自発的に発話

するためのファシリテーターだと思って，一緒に体系的に日本語を習得していきましょう。
９ 教員氏名（黒川 菜未）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初級Ⅰ）
回数

授業内容
・学校と寮周辺のマップ（バス停，スーパー，郵便局，ＡＴＭ，公園など）

1

・教室用語（はじめましょう４）
・号令（学習リーダー）
・あいさつ
・基本会話
・ひらがな（あ～そ）

2

・ひらがな（た～ほ）
・ひらがな（ま～ん）
・プレースメントテスト
ＨＷ ひらがな復習
・ひらがな（濁音）
・ひらがな（半濁音）

3

・ひらがな（長音）
・ひらがな（促音）
・はじめましょう２，３
・カタカナ（ア～ソ）

4

・カタカナ（タ～ホ）
・カタカナ（マ～ン）
ＨＷ カタカナ復習
・カタカナ（濁音）

5

・カタカナ（半濁音）
・カタカナ（長音）
・カタカナ（促音）

6

・ひらがな復習
・カタカナ復習
・『大地』１課 新語導入

7

・『大地』１課 文型１，２，３，４
ＨＷ 新語練習
・『大地』１課 新語クイズ①，②

8

・『大地』１課 文型５
・『大地』１課 会話・例文・参考語
・『聴解タスク 25』 １課
・『大地』１課 新語クイズ③

9

・『大地』 文法まとめ リスニング 初級①』１課
・『大地』１課 使いましょう（p.6）１，２，３
ＨＷ 基礎問題集１課

10
11

・『大地』２課 新語導入
・『大地』２課 文型１，２
・『大地』２課 新語クイズ①
・『大地』２課 文型３，４

ＨＷ 新語練習
・『大地』２課 新語クイズ②，③
12

・『大地』２課 文型５，６，７
・『大地』２課 使いましょう
・『聴解タスク 25』 ２課

13

・『大地』２課 会話・例文・参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』２課
ＨＷ 基礎問題集２課
・ひらがな，カタカナテスト

14

・『大地』１，２課 復習
・『大地』１，２課 テスト（３０分）
・『大地』３課 新語導入

15

・『大地』３課 文型１，２
ＨＷ 新語練習

16

・『大地』３課 新語クイズ①，②
・『大地』３課 文型３，４
・『大地』３課 新語クイズ③

17

・『大地』３課 使いましょう（p.18）
・『聴解タスク 25』 ３課
ＨＷ 基礎問題集３課
・『大地』３課 会話・例文（ディクテーション）

18

・『大地』３課 参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』３課
・『大地』４課 新語導入

19

・『大地』４課 文型１，２
ＨＷ 新語練習

20

・『大地』４課 新語クイズ①
・『大地』４課 文型３，４
・『大地』４課 新語クイズ②，③

21

・『大地』４課 使いましょう
・『大地』例文・参考語
ＨＷ 基礎問題集４課

22
23
24

・『大地』４課 会話
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』４課
・『大地』３，４課 復習
・『大地』３，４課 テスト
・『大地』５課 新語導入
・『大地』５課 文型１，２，３
・『大地』５課 新語クイズ①

25

・『大地』５課 文型４，５
ＨＷ 新語練習

26

・『大地』５課 新語クイズ②，③

・『大地』５課 使いましょう
・『大地』５課 会話・例文・参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』５課
27

・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』４課 ３，４，５
ＨＷ 基礎問題集５課
・カタカナ復習

28

・ひらがな復習
・カタカナ・ひらがなのディクテーションテスト
・『大地』６課 新語導入

29

・『大地』６課 文型１の１
ＨＷ 新語練習
・『大地』６課 新語クイズ①，②

30

・『大地』６課 文型１の２
・『大地』６課 文型２，３
・『大地』６課 新語クイズ③

31

・『大地』６課 文型４，５
・『大地』６課 使いましょう
ＨＷ 基礎問題集６課
・『大地』６課 会話・例文・参考語

32

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』６課
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』６課 ４，６

33
34
35
36

・『みんなの日本語『初級で読めるトピック２５』６課
・総復習
・『大地』まとめ１（p.39,40）テスト
・『大地』５，６課 復習
・『大地』５，６課 テスト
・『大地』７課 新語導入
・『大地』７課 文型１
・『大地』７課 新語クイズ①

37

・『大地』７課 文型１の２，３

文型２

ＨＷ 新語練習
38

・『大地』７課 新語クイズ②
・『大地』７課 文型３，４
・『大地』７課 新語クイズ③

39

・『大地』７課 使いましょう
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』７課
ＨＷ 基礎問題集７課

40

・『大地』７課 会話・例文・参考語
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』８課 p.33～36（な形容詞/い形容詞）

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初級２）
学科名

日本語科

学年 １年（７月生）
１ 授業の内容
日本語初級（１～４）で文型の基礎を体系的に学習し，留学生が日常生活を営む上で必
要な運用力を養成する。また，漢字の読み書きを基本的なものから段階的に学習する。
２ 到達目標
既習文型を用いて各課における行動目標を遂行できるよう，学習者が自分で考え，自ら
発信し，会話できるようになることを目指す。また，日本語能力試験Ｎ５・４の漢字をマ
スターし，部首の意味まで覚えることで，新しく出てくる漢字の意味も推測できるように
なることを目指す。
３ 授業の方法
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークやペアワーク等で会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語や漢字の暗記、文法練習プリント等を課す。
７ 使用教材，教具
『日本語初級①大地 メインテキスト』スリーエーネットワーク
『日本語初級①大地 文型説明と翻訳』スリーエーネットワーク
『文法まとめリスニング初級①―日本語初級Ⅰ大地準拠』スリーエーネットワーク
『日本語初級＜１＞大地 基礎問題集』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 聴解タスク２５』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 書いて覚える文型練習帳』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 初級で読めるトピック２５』スリーエーネットワーク
『ストーリーで覚える漢字３００』スリーエーネットワーク
８ 学生へのメッセージ

質問があれば，どんなことでも質問してください。接続や動詞の活用，文末表現など，
１つ１つ確実に文型を積み上げていきましょう。
９ 教員氏名（黒川 菜未）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初級２）
回数
1

授業内容
・『大地』８課 新語導入
・『大地』８課 文型１，２
・『大地』８課 新語クイズ①

2

・『大地』８課 文型３，４
ＨＷ 新語練習
・『大地』８課 新語クイズ②

3

・『大地』８課 文型５
・『大地』８課 使いましょう１，２
・『大地』８課 会話・例文・参考語

4

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』１０課
ＨＷ 基礎問題集８課
・『大地』８課 新語クイズ③

5

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』８課
・『みんなの日本語書いて覚える文型練習帳』１０課 p.44-46

6
7

・『大地』７，８課 復習
・『大地』７，８課 テスト
・『大地』９課 新語導入
・『大地』９課 文型１の１，２，３
・『大地』９課 新語クイズ①

8

・『大地』９課 文型１の４，文型２
・『大地』９課 使いましょう
ＨＷ 新語練習

9

・『大地』９課 新語クイズ②
・『大地』９課 文型３，４
・『大地』９課 新語クイズ②

10

・『大地』９課 会話・例文・参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』９課
ＨＷ 基礎問題集９課

11

・『聴解タスク２５』９課
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』９課
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』９課 p.89-91

12

・『ストーリー漢字３００』１-７
ＨＷ 漢字練習

13

・『大地』１０課 新語導入
・『大地』１０課 文型１，２
・『大地』１０課 新語クイズ①

14

・『大地』１０課 文型３，４
・『ストーリー漢字３００』８-１２
ＨＷ 新語練習，漢字練習

15

・『大地』１０課 新語クイズ②，③

・『大地』１０課 使いましょう
・『大地』１０課 会話・文型・参考語
・『聴解タスク２５』第１１課１，２
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１０課
16

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』７課
・『ストーリー漢字３００』１３-１７
ＨＷ 基礎問題集１０課，漢字練習

17
18

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第１回
・漢字テスト 第１回
・『大地』９・１０課 復習
・『大地』９・１０課 テスト
・『大地』１１課 新語導入

19

・『大地』１１課 新語クイズ①
・『大地』１１課 文型１，２
・『大地』１１課 新語クイズ②

20

・『大地』１１課 文型３，４
ＨＷ 新語練習
・『大地』１１課 新語クイズ③

21

・『大地』１１課 文型５
・『大地』１１課 使いましょう
・『大地』１１課 会話・例文・参考語

22

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１１課
・『ストーリー漢字３００』１８-２２
ＨＷ 基礎問題集１１課，漢字練習

23

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』１１（プラスアルファ），１６課
・『大地』１２課 新語導入

24

・『大地』１２課 文型１
・『ストーリー漢字３００』２３-２７
ＨＷ 新語練習，漢字練習

25

・『大地』１２課 新語クイズ①
・『大地』１２課 文型２
・『大地』１２課 文型３

26

・『大地』１２課 使いましょう１，２
・『ストーリー漢字３００』２８-３２
ＨＷ 漢字練習

27

・『大地』１２課 会話・例文・参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１２課
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』１２課

28

・『大地』１１，１２課 テスト
ＨＷ 基礎問題集１２課

29

・『大地』まとめ２（p.79,80）テスト

30

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』１２課

・『ストーリー漢字３００』３３-３６
ＨＷ 漢字練習
・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第２回
31

・漢字テスト 第２回
・『大地』１３課 新語導入
・『大地』新語クイズ①

32

・『大地』１３課 文型１，２
ＨＷ 新語練習

33

・『大地』１３課 新語クイズ②
・『大地』１３課 文型３，４
・『大地』１３課 使いましょう

34

・『大地』１３課 会話・例文・参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１３課
ＨＷ 基礎問題集１３課

35

・『大地』１４課 新語導入
・『大地』１４課 文型１，２
・『大地』１４課 新語クイズ①，②

36

・『大地』１４課 文型３，４
・『ストーリー漢字３００』３７-４１
ＨＷ 新語練習

37

・『大地』１４課 新語クイズ③
・『大地』１４課 文型５
・『大地』１４課 友達の会話
・『大地』１４課 使いましょう

38

・『大地』１４課 会話・例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』４２-４６
ＨＷ ＨＷ 基礎問題集１４課，漢字練習
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１４課

39

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』１８課
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』１８課 p.89,91
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』１３課

40

・『大地』１３，１４課 復習
・『大地』１３，１４課 テスト

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初級３）
学科名

日本語科

学年 １年（７月生）
１ 授業の内容
日本語初級（１～４）で文型の基礎を体系的に学習し，留学生が日常生活を営む上で必
要な運用力を養成する。また，漢字の読み書きを基本的なものから段階的に学習する。
２ 到達目標
既習文型を用いて各課における行動目標を遂行できるよう，学習者が自分で考え，自ら
発信し，会話できるようになることを目指す。また，日本語能力試験Ｎ５・４の漢字をマ
スターし，部首の意味まで覚えることで，新しく出てくる漢字の意味も推測できるように
なることを目指す。
３ 授業の方法
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークやペアワーク等で会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語や漢字の暗記、文法練習プリント等を課す。
７ 使用教材，教具
『日本語初級①大地 メインテキスト』スリーエーネットワーク
『日本語初級①大地 文型説明と翻訳』スリーエーネットワーク
『文法まとめリスニング初級①―日本語初級Ⅰ大地準拠』スリーエーネットワーク
『日本語初級＜１＞大地 基礎問題集』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 聴解タスク２５』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 書いて覚える文型練習帳』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 初級で読めるトピック２５』スリーエーネットワーク
『ストーリーで覚える漢字３００』くろしお出版
『シャドーウィング 日本語を話そう！ 初～中級編』くろしお出版

８ 学生へのメッセージ
初級文型に加え，漢字の学習も始まります。日本語能力試験対策には早めの漢字学習が
必要不可欠です。毎日少しずつ覚えていくようにしましょう。
９ 教員氏名（黒川 菜未）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初級３）
回数

授業内容
・シャドーウィング①

1

・『大地』１５課 新語導入
・『大地』１５課 文型１，２
・『大地』１５課 新語クイズ①

2

・『大地』１５課 文型３，４
・『ストーリー漢字３００』４７-５１
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング②

3

・『大地』１５課 文型５
・『大地』１５課 友達の会話
・『大地』１５課 使いましょう
・『大地』１５課 会話・例文・参考語

4

・『聴解タスク２５』１４課
・『ストーリー漢字３００』５２-５６
ＨＷ 基礎問題集１５課，漢字練習
・シャドーウィング③

5

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１５課
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』１４課 p.66,67
・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第３回

6

・漢字テスト 第３回
ＨＷ 漢字練習
・シャドーウィング④

7

・『大地』１６課 新語導入
・『大地』１６課 文型１，２
・『大地』１６課 新語クイズ①，②

8

・『大地』１６課 文型３，４
ＨＷ 新語練習
・シャドーウィング⑤
・『大地』１６課 新語クイズ③

9

・『大地』１６課 使いましょう
・『大地』１６課 例文・参考語
・『聴解タスク２５』第１５課
・『大地』１６課 会話

10

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１６課
・『ストーリー漢字３００』５７-６１
ＨＷ 基礎問題集１６課，漢字練習

11
12

・『大地』１５・１６課 復習
・『大地』１５・１６課 テスト
・『みんなの日本語初級で読めるトピック２５』１５課
・『大地』１７課 新語導入

・『ストーリー漢字３００』６２-６６
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング⑥
13

・『大地』１７課 新語クイズ①
・『大地』１７課 文型１，２
・『大地』１７課 文型３
・『大地』１７課 友達の会話

14

・『大地』１７課 使いましょう
・『ストーリー漢字３００』６７-７１
ＨＷ 漢字練習
・シャドーウィング⑦

15

・『大地』１７課 新語クイズ②，③
・『大地』１７課 文型４
・『大地』１７課 会話・例文・参考語

16

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１７課
・『ストーリー漢字３００』７２-７４
ＨＷ 基礎問題集１７課，漢字練習
・シャドーウィング⑧

17

・『大地』１８課 新語導入
・『大地』１８課 文型１，２
・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第４回

18

・漢字テスト 第４回
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング⑨

19

・『大地』１８課 新語クイズ①，②
・『大地』１８課 文型３
・『大地』新語クイズ③
・『大地』１８課 文型４

20

・『大地』１８課 友達の会話
・『大地』１８課 使いましょう
ＨＷ 基礎問題集１８課
・シャドーウィング⑩

21

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１８課
・『大地』１８課 会話・例文・参考語

22
23

・総復習
・『大地』まとめ３（p.123,124）テスト
・『大地』１７・１８課 復習
・『大地』１７・１８課 テスト
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』１９課

24

・『ストーリー漢字３００』７５-７９
ＨＷ 漢字練習

25

・シャドーウィング２①
・『大地』１９課 新語導入

・『大地』１９課 文型１
・『大地』１９課 新語クイズ①
26

・『大地』１９課 文型２
・『ストーリー漢字３００』８０-８４
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング２②

27

・『大地』１９課 新語クイズ②，③
・『大地』１９課 文型３
・『大地』１９課 友達の会話

28

・『大地』１９課 使いましょう
・『ストーリー漢字３００』８５-８９
ＨＷ 基礎問題集１９課，漢字練習
・シャドーウィング２③

29

・『大地』１９課 会話・例文・参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１９課

30
31

・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』２０課 p.101-104
・シャドーウィング２④
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』２１課
・『大地』２０課 新語導入

32

・『大地』２０課 文型１
・『ストーリー漢字３００』９０-９２
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング２⑤

33

・『大地』２０課 新語クイズ①，②
・『大地』２０課 文型２
・『大地』２０課 使いましょう
・『大地』２０課 会話・例文・参考語

34

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』２０課
・『ストーリー漢字３００』９３-９７
ＨＷ 基礎問題集２０課，漢字練習

35
36

・『大地』１９・２０課 復習
・『大地』１９・２０課 テスト
・『ストーリー漢字３００』チャレンジ５
・漢字テスト 第５回
・シャドーウィング２⑥

37

・『大地』２１課 新語導入
・『大地』２１課 文型１
・『大地』２１課 新語クイズ①，②

38

・『大地』２１課 文型２，３
ＨＷ 新語練習

39

・シャドーウィング２⑦
・『大地』２１課 新語クイズ③

・『大地』２１課 使いましょう
・『大地』２１課 会話・例文・新語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』２１課
40

・『みんなの日本語初級で読めるトピック２５』２５課
・『ストーリー漢字３００』９８-１０２
ＨＷ 基礎問題集２１課，漢字練習

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初級４）
学科名

日本語科

学年 １年（７月生）
１ 授業の内容
日本語初級（１～４）で文型の基礎を体系的に学習し，留学生が日常生活を営む上で必
要な運用力を養成する。また，漢字の読み書きを基本的なものから段階的に学習する。
２ 到達目標
既習文型を用いて各課における行動目標を遂行できるよう，学習者が自分で考え，自ら
発信し，会話できるようになることを目指す。また，日本語能力試験Ｎ５・４の漢字を部
首の意味まで覚えることで，新出漢字の意味も推測できるようになることを目指す
３ 授業の方法
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークやペアワーク等で会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語や漢字の暗記、文法練習プリント等を課す。
７ 使用教材，教具
『日本語初級①大地 メインテキスト』スリーエーネットワーク
『日本語初級①大地 文型説明と翻訳』スリーエーネットワーク
『文法まとめリスニング初級①―日本語初級Ⅰ大地準拠』スリーエーネットワーク
『日本語初級＜１＞大地 基礎問題集』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 聴解タスク２５』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 書いて覚える文型練習帳』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 初級で読めるトピック２５』スリーエーネットワーク
『ストーリーで覚える漢字３００』くろしお出版
『シャドーウィング 日本語を話そう！初～中級編』くろしお出版
８ 学生へのメッセージ

日本語を話す機会も増え，国籍の異なるクラスメイトとも少しずつ意思の疎通が図れて
きたのではないでしょうか。諦めずに，体系的に日本語を習得していきましょう。
９ 教員氏名（黒川 菜未）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初級４）
回数

授業内容
・シャドーウィング２⑨

1

・『大地』２２課 新語導入
・『大地』２２課 文型１，２
・『大地』２２課 新語クイズ①

2

・『大地』２２課 文型３，４
・『ストーリー漢字３００』１０３-１０７
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング３①
・『大地』２２課 新語クイズ②，③

3

・『大地』２２課 友達の会話
・『大地』２２課 使いましょう
・『大地』２２課 会話・例文・参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』２２課

4

・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』２４課 p.126-128
・『ストーリー漢字３００』１０８-１１１
ＨＷ 基礎問題集２２課，漢字練習
・シャドーウィング３②

5

・総復習
・『大地』２２課 まとめ４（p.149,150）テスト

6
7
8

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第６回
・漢字テスト 第６回
・シャドーウィング３③
・総復習
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』２４課
・『大地』２１・２２課テスト

9

・総合テストⅠ

10

・総合テストⅠ
・シャドーウィング３④

11

・『大地』２３課 新語導入
・『大地』２３課 文型１
・新語クイズ①

12

・『大地』２３課 文型２
・『ストーリー漢字３００』１１２-１１６
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング３⑤

13

・新語クイズ②
・『大地』２３課 文型３
・『大地』２３課 使いましょう

14

・新語クイズ③
・『大地』２３課 会話・例文・参考語

・『ストーリー漢字３００』１１７-１２１
ＨＷ 基礎問題集２３課，漢字練習
・シャドーウィング３⑥
15

・『聴解タスク２５』第１９課
・『大地』２４課 新語導入
・『大地』２４課 文型１
・新語クイズ①

16

・『大地』２４課 文型２
・『ストーリー漢字３００』１２２-１２６
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング３⑦

17

・新語クイズ②
・『大地』２４課 文型３，４
・新語クイズ③
・『大地』２４課 使いましょう

18

・『大地』２４課 会話・例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』１２７-１３０
ＨＷ 基礎問題集２４課，漢字練習
・シャドーウィング３⑧

19

・『聴解タスク２５』第２７課
・『大地』２３・２４課テスト

20

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第７回
・漢字テスト 第７回
・シャドーウィング４①

21

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』２７課
・『大地』２５課 新語導入
・新語クイズ①

22

・『大地』２５課 文型１
ＨＷ 新語練習
・シャドーウィング４②

23

・新語クイズ②
・『大地』２５課 文型２，３
・新語クイズ③
・『大地』２５課 文型４

24

・『大地』２５課 使いましょう
・『ストーリー漢字３００』１３１-１３５
ＨＷ 基礎問題集２５課，漢字練習
・シャドーウィング４③

25

・『大地』２５課 会話・例文・参考語
・『聴解タスク２５』第３９・４０課（一部）
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３９課

26

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４０課
・『大地』２６課 新語導入

・『ストーリー漢字３００』１３６-１４０
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング４④
27

・新語クイズ①
・『大地』２６課 文型１，２
・新語クイズ②，③
・『大地』２６課 文型３

28

・『大地』２６課 使いましょう
・『ストーリー漢字３００』１４１-１４５
ＨＷ 基礎問題集２６課，漢字練習
・シャドーウィング４⑤

29

・『大地』２６課 会話・例文・参考語
・『聴解タスク２５』第２３課

30

・復習
・『大地』２５・２６課テスト
・シャドーウィング４⑥

31

・『大地』２７課 新語導入
・『大地』２７課 文型１，２
・新語クイズ①，②

32

・『大地』２７課 文型３
・『ストーリー漢字３００』１４６-１５０
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング４⑦

33

・新語クイズ③
・『大地』２７課 使いましょう
・『大地』２７課 例文・参考語
・『大地』２７課 会話

34

・基礎問題集２７課
・『大地』 まとめ５（p.31,32）テスト
・シャドーウィング４⑧

35

・『大地』２８課 新語導入
・『大地』２８課 文型１
・『大地』２８課 使いましょう１

36

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第８回
・漢字テスト 第８回
・シャドーウィング５①

37

・『大地』２８課 新語クイズ①
・『大地』２８課 文型２
・『大地』２８課 使いましょう２
・『大地』２８課 新語クイズ②，③

38

・『大地』２８課 文型３，４
ＨＷ 基礎問題集２８課

39

・シャドーウィング５②

・『大地』 会話・例文・参考語
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』２９課 p.20-22
40

・復習
・『大地』２７課テスト

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初中級１）
学科名

日本語科

学年 １年（７月生）
１ 授業の内容
日本語初中級（１～４）で文型の基礎を体系的に学習し，留学生が日常生活を営む上で
必要な運用力を養成する。また，漢字の読み書きを基本的なものから段階的に学習する。
２ 到達目標
既習文型を用いて各課における行動目標を遂行できるよう，学習者が自分で考え，自ら
発信し，会話できるようになることを目指す。また，日本語能力試験Ｎ５・４の漢字を部
首の意味まで覚え，新出漢字の意味も推測できるようになることを目指す。
３ 授業の方法
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークで会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語や漢字の暗記、文法練習プリント等を課す。
７ 使用教材，教具
『日本語初級①大地 メインテキスト』スリーエーネットワーク
『日本語初級①大地 文型説明と翻訳』スリーエーネットワーク
『文法まとめリスニング初級①―日本語初級Ⅰ大地準拠』スリーエーネットワーク
『日本語初級＜１＞大地 基礎問題集』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 聴解タスク２５』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 書いて覚える文型練習帳』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 初級で読めるトピック２５』スリーエーネットワーク
『ストーリーで覚える漢字３００』くろしお出版
『シャドーウィング 日本語を話そう！初～中級編』くろしお出版
８ 学生へのメッセージ

徐々に話せる言葉が増えてくると同時に，言語構造についても理解が深まってきます。
留学生活を活かし，言語習得の面白さを感じながら，日本語力向上に繋げていきましょう。
９ 教員氏名（黒川 菜未）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初中級１）
回数

授業内容
・シャドーウィング５③

1

・『大地』２９課 新語導入
・『大地』２９課 文型１
・『大地』２９課 新語クイズ①

2

・『大地』２９課 文型２，３
・『ストーリー漢字３００』１５１-１５５
・シャドーウィング５④

3

・『大地』２９課 新語クイズ②
・『大地』２９課 文型４
・『大地』２９課 使いましょう
・『大地』２９課 新語クイズ③

4

・『大地』２９課 会話・例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』１５６-１６０
・シャドーウィング５⑤

5

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』２８課
・『聴解タスク２５』２８課
・『大地』３０課 新語導入

6

・『大地』３０課 文型１
・『ストーリー漢字３００』１６１-１６５
・シャドーウィング５⑥

7

・『大地』３０課 新語クイズ①
・『大地』３０課 文型２
・『大地』３０課 新語クイズ②

8

・『大地』３０課 文型３
・『大地』３０課 使いましょう１，２
・『ストーリー漢字３００』１６６-１７０
・シャドーウィング５⑦

9

・『大地』３０課 会話・例文・参考語
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３１課

10

・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』３１課 p.32-35
・『ストーリー漢字３００』１７１-１７５
・シャドーウィング１①

11

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第９回
・漢字テスト 第９回

12

・『大地』３１課 新語導入
・『大地』３１課 文型１，２
・シャドーウィング１②

13

・『大地』３１課 新語クイズ①
・『大地』３１課 文型３

14

・『大地』３１課 新語クイズ②

・『大地』３１課 文型４
・シャドーウィング１③
15

・『大地』３１課 新語クイズ③
・『大地』３１課 文型５
・『大地』３１課 使いましょう

16

・復習
・『大地』２８・２９課テスト
・シャドーウィング１④

17

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３０課
・『大地』３２課 新語導入
・『大地』３２課 新語クイズ①

18

・『大地』３２課 文型１
・『ストーリー漢字３００』１７６-１８０
・シャドーウィング１⑤

19

・『大地』３２課 新語クイズ②
・『大地』３２課 文型２
・『大地』３２課 新語クイズ③

20

・『大地』３２課 文型３
・『ストーリー漢字３００』１８１-１８５
・シャドーウィング１⑥

21

・『大地』３２課 使いましょう１，２
・『大地』３２課 会話・例文・参考語

22

・復習
・『大地』 まとめ６（p.63，64）テスト
・シャドーウィング１⑦

23

・復習
・『大地』３０・３１課テスト，３２課テスト
・『大地』３３課 新語導入

24

・『大地』３３課 文型１（動詞）
・『ストーリー漢字３００』１８６-１８７
・シャドーウィング１⑧

25

・『大地』３３課 新語クイズ①
・『大地』３３課 文型１（い・な形容詞，名詞）

26

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第１０回
・漢字テスト 第１０回
・シャドーウィング１⑩

27

・『大地』３３課 新語クイズ②
・『大地』３３課 文型２

28
29

・『大地』３３課 使いましょう
・『大地』３３課 会話・例文・参考語
・シャドーウィング２①
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３２課

・『聴解タスク』３２課
30

・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』３２課 41-44，46,47
・シャドーリング２②

31

・『大地』３４課 新語導入
・『大地』３４課 文型１，２
・『大地』３４課 新語クイズ①，②

32

・『大地』３４課 文型３
・『ストーリー漢字３００』１８８-１９２
・シャドーウィング２③

33

・『大地』３４課 文型４
・『大地』３４課 使いましょう
・『大地』３４課 会話・例文・参考語

34

・『聴解タスク』２９，３８課
・『ストーリー漢字３００』１９３-１９７
・シャドーウィング２④

35

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』２９課
・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』p.87-91

36

・復習
・３３・３４課テスト
・シャドーウィング２⑤

37

・『大地』３５課 新語導入
・『大地』３５課 文型１，２

38

・『大地』３５課 新語クイズ①
・『大地』３５課 文型３
・シャドーウィング２⑥

39

・『大地』３５課 新語クイズ②
・『大地』３５課 使いましょう１，２
・『大地』３５課 文型４
・『大地』３５課 会話・例文・参考語

40

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４２課
・『ストーリー漢字３００』１９８-２０２

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初中級２）
学科名

日本語科

学年 １年（７月生）
１ 授業の内容
日本語初中級（１～４）で文型の基礎を体系的に学習し，留学生が日常生活を営む上で
必要な運用力を養成する。また，漢字の読み書きを基本的なものから段階的に学習する。
２ 到達目標
既習文型を用いて各課における行動目標を遂行できるよう，学習者が自分で考え，自ら
発信できるようになることを目指す。また，日本語能力試験Ｎ５・４の漢字をマスターし，
部首の意味まで覚えることで，新出漢字の意味も推測できるようになることを目指す。
３ 授業の方法
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークで会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークで会話の練習も行う。
７ 使用教材，教具
『日本語初級②大地 メインテキスト』スリーエーネットワーク
『日本語初級②大地 文型説明と翻訳』スリーエーネットワーク
『日本語初級＜Ⅱ＞大地 基礎問題集』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅱ 聴解タスク２５』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅱ 書いて覚える文型練習帳』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅱ 初級で読めるトピック２５』スリーエーネットワーク
『ストーリーで覚える漢字３００』くろしお出版
『シャドーウィング 日本語を話そう！初～中級編』くろしお出版
８ 学生へのメッセージ

語彙も増え，聞いてわかる言葉が増えてきたのではないでしょうか。その分，文型だけ
でなく，漢字も難易度が上がってきますが，漢字の成り立ちやつくりにも興味を持ちなが
ら，少しずつ覚えていきましょう。
９ 教員氏名（黒川 菜未）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初中級２）
回数

授業内容
・シャドーウィング２⑦

1

・『大地』３６課 新語導入
・『大地』３６課 文型１
・『大地』３６課 新語クイズ①

2

・『大地』３６課 文型２，３
・『ストーリー漢字３００』２０３-２０６
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング２⑧

3

・『大地』３６課 新語クイズ②
・『大地』３６課 文型４

4

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第１１回
・漢字テスト 第１１回
・シャドーウィング２⑨

5

・『大地』３６課 使いましょう
・『大地』３６課 会話・例文・参考語
・『聴解タスク』３７課

6
7

・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』p.78-86
ＨＷ 基礎問題集３７課
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３７課
・『大地』３５・３６課テスト
・『大地』３７課 新語導入

8

・『大地』３７課 文型１
・『ストーリー漢字３００』２０７-２１１
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング３①

9

・『大地』新語クイズ①，②
・『大地』３７課 文型２
・『大地』３７課 使いましょう
・『大地』新語クイズ③
・『大地』３７課 文型３

10

・『大地』３７課 会話・例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』２１２-２１６
ＨＷ 基礎問題集３７課，漢字練習
・シャドーウィング３②

11

・『聴解タスク』４３課
・『大地』まとめ７（p.95,96）テスト
ＨＷ 『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４３課
・『大地』３８課 新語導入

12

・『大地』３８課 文型１
・『ストーリー漢字３００』２１７-２２１

ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング３③
13

・『大地』新語クイズ①
・『大地』３８課 文型２，３
・『大地』新語クイズ②
・『大地』３８課 文型４

14

・『大地』３８課 使いましょう
・『ストーリー漢字３００』２２２-２２６
ＨＷ 漢字練習
・シャドーウィング３④

15

・『大地』３８課 新語クイズ③
・『大地』３８課 会話・例文・参考語
・『聴解タスク』３３課
・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第１２回

16

・漢字テスト 第１２回
ＨＷ 基礎問題集３８課
・シャドーウィング３⑤

17

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３３課
・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』３３課 p.48-52
・『大地』３９課 新語導入

18

・『大地』３９課 文型１
ＨＷ 新語練習
・シャドーウィング３⑥

19

・『大地』３９課 新語クイズ①
・『大地』３９課 文型２
・『大地』３９課 新語クイズ②，③

20

・『大地』３９課 文型３
・『ストーリー漢字３００』２２７-２３１
ＨＷ 漢字練習
・シャドーウィング３⑦

21

・復習
・『大地』３７課テスト、３８・３９課テスト
・『大地』３９課 使いましょう

22

・『大地』３９課 会話・例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』２３２-２３６
ＨＷ 基礎問題集３９課
・シャドーウィング３⑧

23

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４７課
・『聴解タスク』４７課

24
25

・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』４７課 138-142
・シャドーウィング４①
・『大地』４０課 新語導入

・『大地』４０課 文型１
・『大地』４０課 新語クイズ①，②
26

・『大地』４０課 文型２
・『ストーリー漢字３００』２３７-２４１
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング４②

27

・『大地』４０課 新語クイズ③
・『大地』４０課 文型３，４
・『大地』４０課 使いましょう

28

・『ストーリー漢字３００』２４２-２４３
ＨＷ 基礎問題集４０課，漢字練習
・シャドーウィング４③

29

・『大地』４０課 会話・例文・参考語
ＨＷ 『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４８課

30
31
32

・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』p.143-148
・『聴解タスク』４８課
・『大地』４０・４１課テスト
・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第１３回
・漢字テスト 第１３回
・シャドーウィング４④

33

・『大地』４１課 新語導入
・『大地』４１課 文型１，２
・『大地』４１課 新語クイズ①

34

・『大地』４１課 文型３，４
・『ストーリー漢字３００』２４４-２４８
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング４⑤

35

・『大地』４１課 新語クイズ②
・『大地』４１課 文型５，６
・『大地』４１課 新語クイズ③
・『大地』４１課 使いましょう

36

・『大地』４１課 例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』２４９-２５３
ＨＷ 漢字練習，基礎問題集４１課
・シャドーウィング４⑥

37

・『大地』４１課 会話
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４９課
・『聴解タスク』４９課

38

・『みんなの日本語 書いて覚える練習帳』p.151-153
・『大地』まとめ８（p.127,128）テスト

39

・総合テストⅡ

40

・総合テストⅡ

シラバス（授業計画書）
科目名（総合演習Ａ）
学科名

日本語科

学年 １年（１０月生）
１ 授業の内容
日本での留学生活を快適に過ごすためのマナーやルールについて学ぶほか，アルバイト
で必要な基本的な日本語を身につける。また，専門課程ではどのような授業を受けるのか，
どの程度の日本語力が必要なのかなど知識を得るため，介護福祉科授業見学会も実施する
ほか、こころフェスティバル等の交流イベントや、餅つき大会等のボランティア活動にも
参加する。
２ 到達目標
留学生活において仕事・学業・プライベートのどの場面においても自立した行動がとれ
るようになること，また，自分の目的に向かってやり遂げる姿勢を育むことを目標とする。
３ 授業の方法
デスクワークのほか，時間を計って模擬試験をしたり，課外活動を行ったりする。
４ 成績評価方法・基準
出席状況，授業態度，試験結果，レポートなどを総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
規則正しい学校生活が送れるよう、『留学生の手引き』をよく読んでおく。模擬試験で間
違ったところはしっかり復習しておく。わからないところはノートにまとめて、学校で質
問する。
７ 使用教材，教具
『入寮の手引き』
『留学生の手引き』
『留学生活スタートブック』
８ 学生へのメッセージ
思うようにアルバイトが見つからなかったり，日本人のとのコミュニケーションがうま
くいかなかったり，最初はさまざまな壁に直面するかもしれませんが，悩みなど，少しで
も気になることがあれば何でも相談してください。一緒に乗り越えましょう。

９ 教員氏名（阿部 哲也）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（総合演習Ａ）１０月生
回数
1

授業内容
プレースメントテスト
新入生オリエンテーション(1)

2

・副校長先生の講話
・『入寮の手引き』，『留学生生活スタートブック』を用いて，寮での諸注意について説明
新入生オリエンテーション(2)

3

・『入寮の手引き』，『留学生生活スタートブック』を用いて，寮での諸注意について説明
・入寮誓約書にサインさせる
新入生オリエンテーション(3)

4

・『留学生の手引き』，『留学生生活スタートブック』を用いて，入学時の提出物，学外（市役
所）での諸手続きについて説明
新入生オリエンテーション(4)

5

・『留学生の手引き』，『留学生生活スタートブック』を用いて，学外（市役所・入国管理局）
での諸手続きについて説明

6

新入生オリエンテーション(5)
・住民異動届の記入
・国民年金保険料学生納付特例申請書の記入
・国民健康保険税申告書の記入
・ゆうちょ銀行開設申込書の記入

7

新入生オリエンテーション(6)
・『留学生の手引き』，『留学生生活スタートブック』『授業中のルール』を用いて，授業に関
することを説明
新入生オリエンテーション(7)

8

・校内施設案内
・google 翻訳などパソコン室の利用について説明
新入生オリエンテーション(8)

9

・『留学生の手引き』，『留学生生活スタートブック』を用いて，アルバイト，除籍・退学，証
明書発行について説明

10
11

新入生オリエンテーション(9)
・『留学生の手引き』，『留学生生活スタートブック』を用いて，校納金と通学について説明

新入生オリエンテーション(10)
・『留学生の手引き』，『留学生生活スタートブック』を用いて，アルバイトについて説明
新入生オリエンテーション(11)

12

・『留学生活スタートブック』を用いて、トイレ・風呂の使用上の注意点、ゴミ出しの仕方、騒
音、お金と生活のことについて説明

13

ウェルカムセレモニー

14

ウェルカムセレモニー

15

こころフェスティバルの準備（掲示物や材料等）

16

こころフェスティバルでの異文化体験と国際交流

17

こころフェスティバルでの異文化体験と国際交流

18

こころフェスティバルでの異文化体験と国際交流

19

アルバイト適正指導と試験

20

アルバイト適正指導と試験

21

履歴書の書き方指導

22

餅つき大会での異文化体験と国際交流

23

餅つき大会での異文化体験と国際交流

24

初詣と平和学習

25

初詣と平和学習

26

県警講話

27

防火講話

28

バスの乗り方指導，定期券の買い方指

29

バスの乗り方指導，定期券の買い方指導

30

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解き方の説明と諸注意

31

合同ＪＬＰＴ模擬試験

32

合同ＪＬＰＴ模擬試験

33

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

34

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

35

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

36

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

37

合同ＪＬＰＴ模擬試験 解説

38

介護福祉科授業見学会

39

介護福祉科授業見学会感想文、進学ガイダンス

40

長期休暇前オリエンテーション，終業式，教室清掃

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初級１）
学科名

日本語科

学年 １年（１０月生）
１ 授業の内容
日本語初級（１～４）で文型の基礎を体系的に学習し，留学生が日常生活を営む上で必
要な運用力を養成する。
２ 到達目標
初歩的な文型を用いて各課における行動目標を遂行できるよう，学習者が自分で考え，
自ら発信し，会話できるようになることを目指す。
３ 授業の方法
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークやペアワーク等で会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語や漢字の暗記、文法練習プリント等を課す。
７ 使用教材，教具
『日本語初級①大地 メインテキスト』スリーエーネットワーク
『日本語初級①大地 文型説明と翻訳』スリーエーネットワーク
『文法まとめリスニング初級①―日本語初級Ⅰ大地準拠』スリーエーネットワーク
『日本語初級＜１＞大地 基礎問題集』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 聴解タスク２５』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 書いて覚える文型練習帳』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 初級で読めるトピック２５』スリーエーネットワーク
８ 学生へのメッセージ
授業では積極的に心の中にあるイメージを言葉にしてみてください。習いたての言葉で
発話するのは緊張しますが，意思の疎通が図れると嬉しいものです。教師を自発的に発話

するためのファシリテーターだと思って，一緒に体系的に日本語を習得していきましょう。
９ 教員氏名（阿部 哲也）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初級Ⅰ）
回数

授業内容
・学校と寮周辺のマップ（バス停，スーパー，郵便局，ＡＴＭ，公園など）

1

・教室用語（はじめましょう４）
・号令（学習リーダー）
・あいさつ
・基本会話
・ひらがな（あ～そ）

2

・ひらがな（た～ほ）
・ひらがな（ま～ん）
・プレースメントテスト
ＨＷ ひらがな復習
・ひらがな（濁音）
・ひらがな（半濁音）

3

・ひらがな（長音）
・ひらがな（促音）
・はじめましょう２，３
・カタカナ（ア～ソ）

4

・カタカナ（タ～ホ）
・カタカナ（マ～ン）
ＨＷ カタカナ復習
・カタカナ（濁音）

5

・カタカナ（半濁音）
・カタカナ（長音）
・カタカナ（促音）

6

・ひらがな復習
・カタカナ復習
・『大地』１課 新語導入

7

・『大地』１課 文型１，２，３，４
ＨＷ 新語練習
・『大地』１課 新語クイズ①，②

8

・『大地』１課 文型５
・『大地』１課 会話・例文・参考語
・『聴解タスク 25』 １課
・『大地』１課 新語クイズ③

9

・『大地』 文法まとめ リスニング 初級①』１課
・『大地』１課 使いましょう（p.6）１，２，３
ＨＷ 基礎問題集１課

10
11

・『大地』２課 新語導入
・『大地』２課 文型１，２
・『大地』２課 新語クイズ①
・『大地』２課 文型３，４

ＨＷ 新語練習
・『大地』２課 新語クイズ②，③
12

・『大地』２課 文型５，６，７
・『大地』２課 使いましょう
・『聴解タスク 25』 ２課

13

・『大地』２課 会話・例文・参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』２課
ＨＷ 基礎問題集２課
・ひらがな，カタカナテスト

14

・『大地』１，２課 復習
・『大地』１，２課 テスト（３０分）
・『大地』３課 新語導入

15

・『大地』３課 文型１，２
ＨＷ 新語練習

16

・『大地』３課 新語クイズ①，②
・『大地』３課 文型３，４
・『大地』３課 新語クイズ③

17

・『大地』３課 使いましょう（p.18）
・『聴解タスク 25』 ３課
ＨＷ 基礎問題集３課
・『大地』３課 会話・例文（ディクテーション）

18

・『大地』３課 参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』３課
・『大地』４課 新語導入

19

・『大地』４課 文型１，２
ＨＷ 新語練習

20

・『大地』４課 新語クイズ①
・『大地』４課 文型３，４
・『大地』４課 新語クイズ②，③

21

・『大地』４課 使いましょう
・『大地』例文・参考語
ＨＷ 基礎問題集４課

22
23
24

・『大地』４課 会話
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』４課
・『大地』３，４課 復習
・『大地』３，４課 テスト
・『大地』５課 新語導入
・『大地』５課 文型１，２，３
・『大地』５課 新語クイズ①

25

・『大地』５課 文型４，５
ＨＷ 新語練習

26

・『大地』５課 新語クイズ②，③

・『大地』５課 使いましょう
・『大地』５課 会話・例文・参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』５課
27

・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』４課 ３，４，５
ＨＷ 基礎問題集５課
・カタカナ復習

28

・ひらがな復習
・カタカナ・ひらがなのディクテーションテスト
・『大地』６課 新語導入

29

・『大地』６課 文型１の１
ＨＷ 新語練習
・『大地』６課 新語クイズ①，②

30

・『大地』６課 文型１の２
・『大地』６課 文型２，３
・『大地』６課 新語クイズ③

31

・『大地』６課 文型４，５
・『大地』６課 使いましょう
ＨＷ 基礎問題集６課
・『大地』６課 会話・例文・参考語

32

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』６課
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』６課 ４，６

33
34
35
36

・『みんなの日本語『初級で読めるトピック２５』６課
・総復習
・『大地』まとめ１（p.39,40）テスト
・『大地』５，６課 復習
・『大地』５，６課 テスト
・『大地』７課 新語導入
・『大地』７課 文型１
・『大地』７課 新語クイズ①

37

・『大地』７課 文型１の２，３

文型２

ＨＷ 新語練習
38

・『大地』７課 新語クイズ②
・『大地』７課 文型３，４
・『大地』７課 新語クイズ③

39

・『大地』７課 使いましょう
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』７課
ＨＷ 基礎問題集７課

40

・『大地』７課 会話・例文・参考語
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』８課 p.33～36（な形容詞/い形容詞）

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初級２）
学科名

日本語科

学年 １年（１０月生）
１ 授業の内容
日本語初級（１～４）で文型の基礎を体系的に学習し，留学生が日常生活を営む上で必
要な運用力を養成する。また，漢字の読み書きを基本的なものから段階的に学習する。
２ 到達目標
既習文型を用いて各課における行動目標を遂行できるよう，学習者が自分で考え，自ら
発信し，会話できるようになることを目指す。また，日本語能力試験Ｎ５・４の漢字をマ
スターし，部首の意味まで覚えることで，新しく出てくる漢字の意味も推測できるように
なることを目指す。
３ 授業の方法
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークやペアワーク等で会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語や漢字の暗記、文法練習プリント等を課す。
７ 使用教材，教具
『日本語初級①大地 メインテキスト』スリーエーネットワーク
『日本語初級①大地 文型説明と翻訳』スリーエーネットワーク
『文法まとめリスニング初級①―日本語初級Ⅰ大地準拠』スリーエーネットワーク
『日本語初級＜１＞大地 基礎問題集』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 聴解タスク２５』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 書いて覚える文型練習帳』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 初級で読めるトピック２５』スリーエーネットワーク
『ストーリーで覚える漢字３００』スリーエーネットワーク
８ 学生へのメッセージ

質問があれば，どんなことでも質問してください。接続や動詞の活用，文末表現など，
１つ１つ確実に文型を積み上げていきましょう。
９ 教員氏名（阿部 哲也）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初級２）
回数
1

授業内容
・『大地』８課 新語導入
・『大地』８課 文型１，２
・『大地』８課 新語クイズ①

2

・『大地』８課 文型３，４
ＨＷ 新語練習
・『大地』８課 新語クイズ②

3

・『大地』８課 文型５
・『大地』８課 使いましょう１，２
・『大地』８課 会話・例文・参考語

4

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』１０課
ＨＷ 基礎問題集８課
・『大地』８課 新語クイズ③

5

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』８課
・『みんなの日本語書いて覚える文型練習帳』１０課 p.44-46

6
7

・『大地』７，８課 復習
・『大地』７，８課 テスト
・『大地』９課 新語導入
・『大地』９課 文型１の１，２，３
・『大地』９課 新語クイズ①

8

・『大地』９課 文型１の４，文型２
・『大地』９課 使いましょう
ＨＷ 新語練習

9

・『大地』９課 新語クイズ②
・『大地』９課 文型３，４
・『大地』９課 新語クイズ②

10

・『大地』９課 会話・例文・参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』９課
ＨＷ 基礎問題集９課

11

・『聴解タスク２５』９課
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』９課
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』９課 p.89-91

12

・『ストーリー漢字３００』１-７
ＨＷ 漢字練習

13

・『大地』１０課 新語導入
・『大地』１０課 文型１，２
・『大地』１０課 新語クイズ①

14

・『大地』１０課 文型３，４
・『ストーリー漢字３００』８-１２
ＨＷ 新語練習，漢字練習

15

・『大地』１０課 新語クイズ②，③

・『大地』１０課 使いましょう
・『大地』１０課 会話・文型・参考語
・『聴解タスク２５』第１１課１，２
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１０課
16

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』７課
・『ストーリー漢字３００』１３-１７
ＨＷ 基礎問題集１０課，漢字練習

17
18

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第１回
・漢字テスト 第１回
・『大地』９・１０課 復習
・『大地』９・１０課 テスト
・『大地』１１課 新語導入

19

・『大地』１１課 新語クイズ①
・『大地』１１課 文型１，２
・『大地』１１課 新語クイズ②

20

・『大地』１１課 文型３，４
ＨＷ 新語練習
・『大地』１１課 新語クイズ③

21

・『大地』１１課 文型５
・『大地』１１課 使いましょう
・『大地』１１課 会話・例文・参考語

22

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１１課
・『ストーリー漢字３００』１８-２２
ＨＷ 基礎問題集１１課，漢字練習

23

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』１１（プラスアルファ），１６課
・『大地』１２課 新語導入

24

・『大地』１２課 文型１
・『ストーリー漢字３００』２３-２７
ＨＷ 新語練習，漢字練習

25

・『大地』１２課 新語クイズ①
・『大地』１２課 文型２
・『大地』１２課 文型３

26

・『大地』１２課 使いましょう１，２
・『ストーリー漢字３００』２８-３２
ＨＷ 漢字練習

27

・『大地』１２課 会話・例文・参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１２課
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』１２課

28

・『大地』１１，１２課 テスト
ＨＷ 基礎問題集１２課

29

・『大地』まとめ２（p.79,80）テスト

30

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』１２課

・『ストーリー漢字３００』３３-３６
ＨＷ 漢字練習
・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第２回
31

・漢字テスト 第２回
・『大地』１３課 新語導入
・『大地』新語クイズ①

32

・『大地』１３課 文型１，２
ＨＷ 新語練習

33

・『大地』１３課 新語クイズ②
・『大地』１３課 文型３，４
・『大地』１３課 使いましょう

34

・『大地』１３課 会話・例文・参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１３課
ＨＷ 基礎問題集１３課

35

・『大地』１４課 新語導入
・『大地』１４課 文型１，２
・『大地』１４課 新語クイズ①，②

36

・『大地』１４課 文型３，４
・『ストーリー漢字３００』３７-４１
ＨＷ 新語練習

37

・『大地』１４課 新語クイズ③
・『大地』１４課 文型５
・『大地』１４課 友達の会話
・『大地』１４課 使いましょう

38

・『大地』１４課 会話・例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』４２-４６
ＨＷ ＨＷ 基礎問題集１４課，漢字練習
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１４課

39

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』１８課
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』１８課 p.89,91
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』１３課

40

・『大地』１３，１４課 復習
・『大地』１３，１４課 テスト

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初級３）
学科名

日本語科

学年 １年（１０月生）
１ 授業の内容
日本語初級（１～４）で文型の基礎を体系的に学習し，留学生が日常生活を営む上で必
要な運用力を養成する。また，漢字の読み書きを基本的なものから段階的に学習する。
２ 到達目標
既習文型を用いて各課における行動目標を遂行できるよう，学習者が自分で考え，自ら
発信し，会話できるようになることを目指す。また，日本語能力試験Ｎ５・４の漢字をマ
スターし，部首の意味まで覚えることで，新しく出てくる漢字の意味も推測できるように
なることを目指す。
３ 授業の方法
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークやペアワーク等で会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語や漢字の暗記、文法練習プリント等を課す。
７ 使用教材，教具
『日本語初級①大地 メインテキスト』スリーエーネットワーク
『日本語初級①大地 文型説明と翻訳』スリーエーネットワーク
『文法まとめリスニング初級①―日本語初級Ⅰ大地準拠』スリーエーネットワーク
『日本語初級＜１＞大地 基礎問題集』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 聴解タスク２５』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 書いて覚える文型練習帳』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 初級で読めるトピック２５』スリーエーネットワーク
『ストーリーで覚える漢字３００』くろしお出版
『シャドーウィング 日本語を話そう！ 初～中級編』くろしお出版

８ 学生へのメッセージ
初級文型に加え，漢字の学習も始まります。日本語能力試験対策には早めの漢字学習が
必要不可欠です。毎日少しずつ覚えていくようにしましょう。
９ 教員氏名（阿部 哲也）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初級３）
回数

授業内容
・シャドーウィング①

1

・『大地』１５課 新語導入
・『大地』１５課 文型１，２
・『大地』１５課 新語クイズ①

2

・『大地』１５課 文型３，４
・『ストーリー漢字３００』４７-５１
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング②

3

・『大地』１５課 文型５
・『大地』１５課 友達の会話
・『大地』１５課 使いましょう
・『大地』１５課 会話・例文・参考語

4

・『聴解タスク２５』１４課
・『ストーリー漢字３００』５２-５６
ＨＷ 基礎問題集１５課，漢字練習
・シャドーウィング③

5

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１５課
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』１４課 p.66,67
・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第３回

6

・漢字テスト 第３回
ＨＷ 漢字練習
・シャドーウィング④

7

・『大地』１６課 新語導入
・『大地』１６課 文型１，２
・『大地』１６課 新語クイズ①，②

8

・『大地』１６課 文型３，４
ＨＷ 新語練習
・シャドーウィング⑤
・『大地』１６課 新語クイズ③

9

・『大地』１６課 使いましょう
・『大地』１６課 例文・参考語
・『聴解タスク２５』第１５課
・『大地』１６課 会話

10

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１６課
・『ストーリー漢字３００』５７-６１
ＨＷ 基礎問題集１６課，漢字練習

11
12

・『大地』１５・１６課 復習
・『大地』１５・１６課 テスト
・『みんなの日本語初級で読めるトピック２５』１５課
・『大地』１７課 新語導入

・『ストーリー漢字３００』６２-６６
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング⑥
13

・『大地』１７課 新語クイズ①
・『大地』１７課 文型１，２
・『大地』１７課 文型３
・『大地』１７課 友達の会話

14

・『大地』１７課 使いましょう
・『ストーリー漢字３００』６７-７１
ＨＷ 漢字練習
・シャドーウィング⑦

15

・『大地』１７課 新語クイズ②，③
・『大地』１７課 文型４
・『大地』１７課 会話・例文・参考語

16

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１７課
・『ストーリー漢字３００』７２-７４
ＨＷ 基礎問題集１７課，漢字練習
・シャドーウィング⑧

17

・『大地』１８課 新語導入
・『大地』１８課 文型１，２
・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第４回

18

・漢字テスト 第４回
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング⑨

19

・『大地』１８課 新語クイズ①，②
・『大地』１８課 文型３
・『大地』新語クイズ③
・『大地』１８課 文型４

20

・『大地』１８課 友達の会話
・『大地』１８課 使いましょう
ＨＷ 基礎問題集１８課
・シャドーウィング⑩

21

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１８課
・『大地』１８課 会話・例文・参考語

22
23

・総復習
・『大地』まとめ３（p.123,124）テスト
・『大地』１７・１８課 復習
・『大地』１７・１８課 テスト
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』１９課

24

・『ストーリー漢字３００』７５-７９
ＨＷ 漢字練習

25

・シャドーウィング２①
・『大地』１９課 新語導入

・『大地』１９課 文型１
・『大地』１９課 新語クイズ①
26

・『大地』１９課 文型２
・『ストーリー漢字３００』８０-８４
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング２②

27

・『大地』１９課 新語クイズ②，③
・『大地』１９課 文型３
・『大地』１９課 友達の会話

28

・『大地』１９課 使いましょう
・『ストーリー漢字３００』８５-８９
ＨＷ 基礎問題集１９課，漢字練習
・シャドーウィング２③

29

・『大地』１９課 会話・例文・参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』１９課

30
31

・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』２０課 p.101-104
・シャドーウィング２④
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』２１課
・『大地』２０課 新語導入

32

・『大地』２０課 文型１
・『ストーリー漢字３００』９０-９２
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング２⑤

33

・『大地』２０課 新語クイズ①，②
・『大地』２０課 文型２
・『大地』２０課 使いましょう
・『大地』２０課 会話・例文・参考語

34

・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』２０課
・『ストーリー漢字３００』９３-９７
ＨＷ 基礎問題集２０課，漢字練習

35
36

・『大地』１９・２０課 復習
・『大地』１９・２０課 テスト
・『ストーリー漢字３００』チャレンジ５
・漢字テスト 第５回
・シャドーウィング２⑥

37

・『大地』２１課 新語導入
・『大地』２１課 文型１
・『大地』２１課 新語クイズ①，②

38

・『大地』２１課 文型２，３
ＨＷ 新語練習

39

・シャドーウィング２⑦
・『大地』２１課 新語クイズ③

・『大地』２１課 使いましょう
・『大地』２１課 会話・例文・新語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』２１課
40

・『みんなの日本語初級で読めるトピック２５』２５課
・『ストーリー漢字３００』９８-１０２
ＨＷ 基礎問題集２１課，漢字練習

シラバス（授業計画書）
科目名（日本語初級４）
学科名

日本語科

学年 １年（１０月生）
１ 授業の内容
日本語初級（１～４）で文型の基礎を体系的に学習し，留学生が日常生活を営む上で必
要な運用力を養成する。また，漢字の読み書きを基本的なものから段階的に学習する。
２ 到達目標
既習文型を用いて各課における行動目標を遂行できるよう，学習者が自分で考え，自ら
発信し，会話できるようになることを目指す。また，日本語能力試験Ｎ５・４の漢字を部
首の意味まで覚えることで，新出漢字の意味も推測できるようになることを目指す
３ 授業の方法
メインテキストに加え、補助教材も適宜使用しながら、ティームティーチングで指導し
ていく。授業中はグループワークやペアワーク等で会話の練習も行う。
４ 成績評価方法・基準
日本語科の各領域別（文法，読解，会話，聴解，作文）の試験結果，出席状況，授業態
度を総合して評価する。
試験結果 ７０％
授業態度 ３０％
５ 評価の際の特記事項
６ 授業時間外学習（予習・復習等）の具体的内容
課ごとに新語や漢字の暗記、文法練習プリント等を課す。
７ 使用教材，教具
『日本語初級①大地 メインテキスト』スリーエーネットワーク
『日本語初級①大地 文型説明と翻訳』スリーエーネットワーク
『文法まとめリスニング初級①―日本語初級Ⅰ大地準拠』スリーエーネットワーク
『日本語初級＜１＞大地 基礎問題集』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 聴解タスク２５』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 書いて覚える文型練習帳』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語 初級Ⅰ 初級で読めるトピック２５』スリーエーネットワーク
『ストーリーで覚える漢字３００』くろしお出版
『シャドーウィング 日本語を話そう！初～中級編』くろしお出版
８ 学生へのメッセージ

日本語を話す機会も増え，国籍の異なるクラスメイトとも少しずつ意思の疎通が図れて
きたのではないでしょうか。諦めずに，体系的に日本語を習得していきましょう。
９ 教員氏名（阿部 哲也）
所

属（日本語科）

１０ 特記事項

科目名（日本語初級４）
回数

授業内容
・シャドーウィング２⑨

1

・『大地』２２課 新語導入
・『大地』２２課 文型１，２
・『大地』２２課 新語クイズ①

2

・『大地』２２課 文型３，４
・『ストーリー漢字３００』１０３-１０７
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング３①
・『大地』２２課 新語クイズ②，③

3

・『大地』２２課 友達の会話
・『大地』２２課 使いましょう
・『大地』２２課 会話・例文・参考語
・『大地 文法まとめ リスニング 初級①』２２課

4

・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』２４課 p.126-128
・『ストーリー漢字３００』１０８-１１１
ＨＷ 基礎問題集２２課，漢字練習
・シャドーウィング３②

5

・総復習
・『大地』２２課 まとめ４（p.149,150）テスト

6
7
8

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第６回
・漢字テスト 第６回
・シャドーウィング３③
・総復習
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』２４課
・『大地』２１・２２課テスト

9

・総合テストⅠ

10

・総合テストⅠ
・シャドーウィング３④

11

・『大地』２３課 新語導入
・『大地』２３課 文型１
・新語クイズ①

12

・『大地』２３課 文型２
・『ストーリー漢字３００』１１２-１１６
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング３⑤

13

・新語クイズ②
・『大地』２３課 文型３
・『大地』２３課 使いましょう

14

・新語クイズ③
・『大地』２３課 会話・例文・参考語

・『ストーリー漢字３００』１１７-１２１
ＨＷ 基礎問題集２３課，漢字練習
・シャドーウィング３⑥
15

・『聴解タスク２５』第１９課
・『大地』２４課 新語導入
・『大地』２４課 文型１
・新語クイズ①

16

・『大地』２４課 文型２
・『ストーリー漢字３００』１２２-１２６
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング３⑦

17

・新語クイズ②
・『大地』２４課 文型３，４
・新語クイズ③
・『大地』２４課 使いましょう

18

・『大地』２４課 会話・例文・参考語
・『ストーリー漢字３００』１２７-１３０
ＨＷ 基礎問題集２４課，漢字練習
・シャドーウィング３⑧

19

・『聴解タスク２５』第２７課
・『大地』２３・２４課テスト

20

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第７回
・漢字テスト 第７回
・シャドーウィング４①

21

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』２７課
・『大地』２５課 新語導入
・新語クイズ①

22

・『大地』２５課 文型１
ＨＷ 新語練習
・シャドーウィング４②

23

・新語クイズ②
・『大地』２５課 文型２，３
・新語クイズ③
・『大地』２５課 文型４

24

・『大地』２５課 使いましょう
・『ストーリー漢字３００』１３１-１３５
ＨＷ 基礎問題集２５課，漢字練習
・シャドーウィング４③

25

・『大地』２５課 会話・例文・参考語
・『聴解タスク２５』第３９・４０課（一部）
・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』３９課

26

・『みんなの日本語 初級で読めるトピック２５』４０課
・『大地』２６課 新語導入

・『ストーリー漢字３００』１３６-１４０
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング４④
27

・新語クイズ①
・『大地』２６課 文型１，２
・新語クイズ②，③
・『大地』２６課 文型３

28

・『大地』２６課 使いましょう
・『ストーリー漢字３００』１４１-１４５
ＨＷ 基礎問題集２６課，漢字練習
・シャドーウィング４⑤

29

・『大地』２６課 会話・例文・参考語
・『聴解タスク２５』第２３課

30

・復習
・『大地』２５・２６課テスト
・シャドーウィング４⑥

31

・『大地』２７課 新語導入
・『大地』２７課 文型１，２
・新語クイズ①，②

32

・『大地』２７課 文型３
・『ストーリー漢字３００』１４６-１５０
ＨＷ 新語練習，漢字練習
・シャドーウィング４⑦

33

・新語クイズ③
・『大地』２７課 使いましょう
・『大地』２７課 例文・参考語
・『大地』２７課 会話

34

・基礎問題集２７課
・『大地』 まとめ５（p.31,32）テスト
・シャドーウィング４⑧

35

・『大地』２８課 新語導入
・『大地』２８課 文型１
・『大地』２８課 使いましょう１

36

・『ストーリー漢字３００』チャレンジ第８回
・漢字テスト 第８回
・シャドーウィング５①

37

・『大地』２８課 新語クイズ①
・『大地』２８課 文型２
・『大地』２８課 使いましょう２
・『大地』２８課 新語クイズ②，③

38

・『大地』２８課 文型３，４
ＨＷ 基礎問題集２８課

39

・シャドーウィング５②

・『大地』 会話・例文・参考語
・『みんなの日本語 書いて覚える文型練習帳』２９課 p.20-22
40

・復習
・『大地』２７課テスト

