
 

大阪学院大学 2016-2017 春学期 

日本語 JSL２（初中級） 
 

担当教員： 
 

金香啓子   （かねこ けいこ） 

 

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 

      

Subject code :  2002 

オフィス：   01-03-06 

 

コース概要 

 

秋学期の初級日本語の授業を終了した者のコースである。 

引き続き文法の基本文型を学習し、ドリル･模擬会話・ヒアリング・作文により

定着を図る。 

日常生活における様々な場面での既習文型を用いた自発的な発話の頻度を上げ応

用力を高める。 

 

基礎的な漢字の習得により、日本語理解・作文能力を高める。日常生活で目にす

る漢字語彙への興味を促す 

 

使用教材 
 

みんなの日本語 初級Ⅰ Ⅱ  

みんなの日本語 初級Ⅰ Ⅱ 翻訳・文法解説 

日本語能力試験 にほんごチャレンジ N4 かんじ 

 

課題／宿題 
 

毎日、各課の予習・復習を行なうこと 

毎授業後、課題・宿題を与える。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。 

無断欠席 3 回、又は出席が３分の１以上になった場合単位は与えられな

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、また漢字のテストを行う。 

・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%    

   宿題・課題         10% 

    小テスト       10%                   

    出席             10%   

  プレゼンテーション  5%             

    授業への参加         10%  

    漢字テスト      15%（小テスト、中間、期末 各５%） 

 

                                 

スケジュール 

 

 

別紙参考(クラスで配布) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Osaka Gakuin University 2016-2017 Spring Semester 
 

 JSL2（Pre-Intermediate Japanese） 
 
Instructor:  

 
  Mrs. Keiko Kaneko  

 
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:    TBA 
Subject Code:   2002 

 

Course Outline: 

 
This course is intended for students who have completed the Fall 

Semester, or equivalent. Students will continue to learn 
fundamental grammar structures, and build upon previous 
knowledge through composition, listening practice, conversation 

practice and drills.  
This aims to improve students’ ability and frequency of own 

speech process in Japanese through using previously learn 
patterns in situations that occur in everyday Japanese life. 
Composition and understanding will also be increased by 

learning fundamental Kanji, and fostering interest in Kanji than 
can be seen in day to day life.  

 

Textbooks: 

 
Minna no Nihongo Pre- Intermediate  - 3A Publishing  

Minna no Nihongo Pre- Intermediate   translation and grammar 
explanation - 3A Publishing  

Nihongo Noryokushiken, Nihongo charenji N4 Kanji  
 

Homework/Assignments: 

 

You are required to prepare and review for each lesson. 
Homework will be given after each class and must be completed 

and handed in by the given deadline. 
 

Attendance 

 
Class attendance is required. You have to inform your teacher or 

the International Center if you will be absent.  
If you are absent for more than 1/3 of the classes you will not 

get any grade/credits. 
If you are late for class 3 times it will be counted as 1 absence.  
 

Grading Policy: 

 
A grade will be given based on the criteria below. Students must 
prepare for class and speak only Japanese in the classroom.  

 
 

   Exams (Mid-term & Final)  20%, 20%   
 Homework                        10% 
 Mini tests                          10% 

   Attendance                       15%   
   Participation in class          10%                    

   Kanji                                15%  
   (Mini tests, Mid-term &Final exams each 5%)  
                                            

Course Schedule: 

 

See separate schedule (To be handed out in Class) 

 


