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授業科目名 日本語初級 科目コード  

開講クラス 日本語科 コース  ２年コース 学 年 1 年 

担当教員 

有馬・非常勤講師 

実務経験教員（ ○有  ・ 無 ） 

実務経験内容 

 

開講時期 

1 コマ 90 分 

前期・後期・通年・特別講義・その他 授業コマ数 ２００コマ 

必 須 ・ 選 択 ・ 選択必須 時 間 数 ４００時間 

使 用 

テキスト１ 

書 名 できる日本語初級 

著 者 できる日本語教材開発プロジェクト(澤田尚美，高見彩子，立原雅子，濱谷愛) 

出版社 株式会社アルク 

使 用 

テキスト２ 

書 名 「できる日本語準拠」漢字たまご初級 

著 者 有山優樹，落合知春，立原雅子，林英子，山口知才子 

出版社 株式会社凡人社 

参考図書  

授業形態 講義 ・ 演習 ・ 実習 ・ 実験 ・ その他（       ） 

＜授業の目的・目標＞ 

基本的な日常会話を身につける。 

日常生活で必要な漢字の基礎を理解し，書けるようになる。 

 

＜授業の概要・授業方針＞ 

4 技能(聞く・話す・読む・書く)を総合的にバランスよく伸ばす。 

＜成績基準・評価基準＞ 

課終了テスト 

期末試験 

＜使用問題集・注意事項＞ 

できる日本語 私の文法ノート初級 

できる日本語 私のことばノート初級 

 

＜授業時間外に必要な学修内容、関連科目、他＞ 
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授業科目名 日本語初級 

回 授 業 内 容 
備 

考 

１ プレイスメントテスト  

２ オリエンテーション①  

３ オリエンテーション②  

４ 文字指導①(ひらがな)  

５ 文字指導②(カタカナ)  

３～８ 

はじめまして① 私の名前・国・仕事 

はじめまして② 私の誕生日／私の趣味 

漢字指導 L1「どうぞよろしく」 

漢字テスト① 

 

９～１６ 

買い物・食事① どこですか／いくらですか 

買い物・食事② レストラン(注文する) 

漢字指導 L２「買い物」 

漢字テスト② 

 

１７～２４ 

スケジュール① 何時までですか 

スケジュール② 私のスケジュール 

スケジュール③ どんな毎日？(日常生活について) 

漢字指導 L３「いつ、どこで？」 

漢字テスト③ 

 

２５ まとめテスト①  

２６ まとめテスト①返却・解説  

２７～３４ 

私の国・町① どこ？(位置・方角) 

私の国・町② どんなところ？ 

私の国・町③ 季節・料理(国の気候や料理について) 

漢字指導 L４「新しい町で」 

漢字テスト④ 

 

３５～３８ 課外活動①  

３９～４８ 

休みの日① 週末(休日にしたことについて) 

休みの日② 休みの後で(休日の感想を話す，質問する) 

休みの日③ 今度の休みに(休日に何をするか話す，質問する) 

漢字指導 L５「楽しい週末」 

漢字指導⑤ 

 

４９～５８ 

一緒に！① 一緒に行きませんか(友達を誘う，誘いを断る) 

一緒に！② どちらがいいですか(意向を聞く，情報を比べる) 

一緒に！③ 約束(会う場所・時間などを約束する) 

漢字指導 L６「一緒に！」 
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漢字テスト⑥ 

５９ まとめテスト②  

６０ まとめテスト②返却・解説  

６１～７０ 

友達の家で① 道が分かりません(場所がどこにあるか尋ねる) 

友達の家で② パーティーの準備(何かを頼む，指示をする) 

友達の家で③ みんなで楽しいパーティー(申し出る，すすめる) 

漢字指導 L７「何を食べる？」 

漢字テスト⑦ 

 

７１～８０ 

大切な人① 家族・友達(家族の人数，住んでいる所を話す) 

大切な人② こんな人(家族，友達がどんな人か話す) 

大切な人③ プレゼント(プレゼントをあげる，もらう) 

漢字指導 L８「家族のこと」 

漢字テスト⑧ 

 

８１～８４ 課外活動②  

８５～９４ 

好きなこと① いろいろな趣味(趣味について話す，質問する) 

好きなこと② できること・できないこと 

好きなこと③ 楽しい週末(休みの日にしたことについて) 

漢字指導 L９「好きなこと」 

漢字テスト⑨ 

 

９５ まとめテスト③  

９６ まとめテスト③返却・解説  

９７～１０６ 

バスツアー① 集合(集合場所への行き方を電話で尋ねる) 

バスツアー② いろいろな注意(公共場所での注意，許可を求める) 

バスツアー③ 動物園で(状況に応じて行動を提案する) 

漢字指導 L１０「待ち合わせ」 

漢字テスト⑩ 

 

1０７～１１６ 

私の生活① 今の生活(今の生活について話す，質問する) 

私の生活② 今の私・前の私(今までの自分について) 

私の生活③ 友達と(友達と「友達言葉」を使って話す) 

漢字指導 L１１「何時に、何をする？」 

漢字テスト⑪ 

 

１１７～１２６ 

病気・けが① 体の調子(早退を申し出る，欠席の理由を話す) 

病気・けが② アドバイス(体調が悪い友達にアドバイスする) 

病気・けが ③ 病院で(症状を話す，医者の指示を聞く) 

漢字指導 L１２「病気のとき」 

漢字テスト⑫ 

 

１２７～１３６ 課外活動③  

１３７ まとめテスト④  
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１３８ まとめテスト返却・解説  

１３９～１４８ 

私のおすすめ① 経験から(情報を得たり，話したりする) 

私のおすすめ② おすすめします(物，場所，人について話す) 

私のおすすめ③ 教えてください(情報を得るために質問する) 

漢字指導 L１３「旅行に行こう」 

漢字テスト⑬ 

 

１４９～１５８ 

国の習慣① 初めて見た！初めて聞いた！(使い方を説明する) 

国の習慣② ルール・マナー(ルール・マナーを友達に伝える) 

国の習慣③ 私の意見(身近なことについて意見を言う) 

漢字指導 L１４「気をつけて！」 

漢字テスト⑭ 

 

1５９～１６８ 

テレビ・雑誌から① これ、知ってる？(情報を伝えて友達を誘う) 

テレビ・雑誌から② 雑誌を見て町へ(条件を考えながら行動する) 

テレビ・雑誌から③ 町を歩いて(外出先で周りの様子を話す) 

漢字指導 L１５「どんなニュース？」 

漢字テスト⑮ 

 

１６９ まとめテスト⑤  

１７０ まとめテスト返却・解説  

１７１～１７４ 課外活動④  

１７５～１９２ 初級復習  

１９３～２００ 期末試験  

 


