
 

大阪学院大学 2017-2018 春学期 
 

日本語 JSL１(入門)  
 

担当教員： 

 

磯見 真澄 （いそみ ますみ）  

E-mail:     ooisomasu1@gmail.com 

授業時間：   月・水・金 9:00-10:00 10:10-11:10 

   火・木   9:00-10:00 10:10-11:10 

11:20-12:20 

オフィス:     01-03-06       

Office Hours :   授業後 

Subject code :   2001  

 

コース概要 

 

日本語学習歴がない学生を対象とする１学期のコース。 

生活に必要な日本語など日本語の基礎を学習する。 

４技能では「聞く」「話す」が中心と なるが、漢字や文法、作文な

ど「読む」「書く」の基礎的な習得も目指す。 

 

使用教材 

 

初級日本語 げんき I [第 2 版] 

その他 

 

 

 

 

課題／宿題 

 

毎授業後、課題を出す。決められた提出期限までに必ず提出するこ

と。 

 

出席 

 

出席が求められる。欠席する場合は必ず連絡すること。出席が３分

の 2 以下になった場合、成績は出ない。また遅刻３回で欠席１回と

する。 

 

評価 

 

評価は以下の項目によって行われる。各課のあとに文法・語彙、ま

た文字のテストを行う。定期試験は中間・期末試験の２回。授業へ

の積極的な参加や課題の提出も大きな要因である。 

     

定期試験（２回）       20%, 20% 

小テスト      1０%  

かな・漢字テスト    １５% 

宿題・課題             １０% 

授業への参加            １０%   

ポスタープレゼン   ５％ 

出席        １０%  

 

 

 

 

    

                              
 



 
Osaka Gakuin University, Spring 2017-18 

 

JSL Level 1 (Beginner Japanese) 
 

Instructor: 

 

Ms. Masumi Isomi 
Email:               ooisomasu1@gmail.com 

Class hours:      Mon/Wed/Fri 9:00-10:00, 10:10-11:10 
         Tue/Thu 9:00-10:00, 10:10-11:10,  

11:20-12:20 

Office:                01-03-06 
Office hours:      After class 

Subject code:    2001 
 

Course Outline: 

 
This is a one semester course for those who have no or very 

little prior experience studying Japanese. You will learn 
fundamental Japanese for everyday life. The focus will be on 

listening and speaking, however the course will also aim to 
introduce fundamental reading and writing skills. 

 

Textbooks: 

 

GENKI: An Integrated Course in Elementary Japanese I 
[Second Edition]  

Others  
 

 
 

Assignments: 

 

You are required to submit an assignment(s) at the end of 

every class. You must keep the deadline. 
 

Attendance: 

 

Class attendance is required.  You have to inform your 

teacher if you will be absent. If your attendance is less than 
2/3, you will not get any grade/credits. If you are late for the 

class three times, it will be counted as 1 absence. 
 

Grading Policy: 

 

You are graded based on the following categories.  

 
Mid-term and final exams: 20% each 

Quiz:                                10% 
Homework/assignment:      10% 

  Katakana/Kanji Quiz:         15% 
      Performance at class:         10% 

      Poster Presentation:           5% 
Attendance:                       10% 

 

 

 

 

 

 



 

Course schedule  
Following schedule is subject to change.  

wks Content wks Content 

1 1/22～ 9 3/19～ 

  

文法：第 1 課 X は Y です 

   ひらがな 

        

文法第７課 ～ている 

  漢字(5) 

毎日の日記 

  テスト ひらがな・文法 1 課   テスト カタカナ・漢字・文法７課 

2 1/29～ 10 3/26～ 

  

文法：第２課 疑問文・否定文 

   カタカナ 

   

文法：第８課 辞書形 

   漢字(6) ポスター発表素材 

毎日の日記 

  テスト ひらがな・カタカナ・文法 2 課   テスト カタカナ・漢字・文法８課 

3 2/5～ 11 4/2～ 

  

Holiday 

カタカナ 
  

毎日の日記 

Holiday 

  

 

   

4 2/13～ 12 4/9～ 

  

文法：第３課 動詞導入（ます形） 

   漢字(1) 
毎日の日記 

  

文法：第 9 課 た形 

   漢字(7)  毎日の日記 

ポスター発表準備 

  

テスト ひらがな・カタカナ・漢字・文法 3

課   

テスト カタカナ・漢字・文法９課 

5 2/19～ 13 4/16～ 

  

文法：第４課 あります・います 

   漢字(2) 

毎日の日記 
  

文法：第 10 課 比較の表現 

   漢字(8)  毎日の日記 
ポスター発表原稿 

  テスト カタカナ・漢字・文法４課   テスト カタカナ・漢字・文法 10 課 

6 2/26～ 14 4/23～ 

  

文法：第５課 形容詞 

    漢字(3) 

毎日の日記 
  

文法：第 11 課 た形の応用(1) 

   漢字(9) 毎日の日記 

ポスター発表練習 

  テスト カタカナ・漢字・文法５課   テスト カタカナ・漢字・文法１１課 

7 3/5 15 5/1 &5/2 

  

文法：第６課 て形 

    漢字(4) 

毎日の日記 
  

毎日の日記 

 

Golden Week  

 テスト カタカナ・漢字・文法６課   

8 3/12 16 5/7～ 

  

復習と中間試験 

毎日の日記   

復習と期末テスト 

 


