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科目名： 

日本語初級文法 

Elementary Japanese Grammar 

教員： 

古川 由理子 

FURUKAWA、Yuriko 

授業の概要・目的： 

にほんご で まいにち の かんたんなことが できる。 

The purpose of this course is to build the foundational language abilities needed for everyday life  

in Japan.  

到達目標： 

クラス の ゴール は、Japanese proficiency test N5 / CEFR A1.2レベル です。 

Can-do リスト です。 

・なまえ と くに を かく。 

・じぶん の こと を はなす。 

・かぞく の こと を はなす。 

・すきな たべもの 

・いちにち の せいかつ 

・ごはん を  いっしょに たべます。ともだち と アレンジします。 

・やすみ の スケジュール 

 

To reach a competency level that is equal to the JLPT N5 or CEFR A1.2 levels. The following is 

the Can-do list. 

Put your name and your nation in Japanese script. 

Give a brief introduction of yourself. 

Talk a little bit about your family. 

Talk about your preferred cuisines. 

Describe your daily schedule. 

Arrange when and where you eat out with your friends. 

Describe your activities on your days off. 

 

授業計画と内容： 

 この クラス は 14かい あります。 

★ 文法
ぶんぽう

 を きちんと べんきょうします。 

第 1回：ガイダンス、Lesson1 じこしょうかい 
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第 2回：Lesson1 ともだち 

第 3回：Lessson2 かいもの 

第 4回：Lessson2 かいもの 

第 5回：Lesson3 デート の アレンジ 

第 6回：Lesson3 デート の アレンジ 

第 7回：Lesson4 デート 

第 8回：Lesson4 デート 

第 9回：Lesson4 デート 

第 10回：Lesson5 おきなわ りょこう 

第 11回：Lesson5 おきなわ りょこう 

第 12回：Lesson5 おきなわ りょこう 

第 13回：Lesson6 ロバートさん の いちにち 

第 14回：Lesson6 ロバートさん の いちにち 

 

This semester, the class will cover the weeks 1 through 14 stated below. The following list of 

subjects and activities are covered in class: 

★ This class mainly focuses on Japanese grammar. 

 

1.  Orientation, Lesson1 [New friends]  Introduce ourselves  Greetings 

2.  Lesson1 [New friends] Ask and tell people names, majors at school, time etc 

3.   Lessson2 [Shopping]  Ask and answer how much things costs 

4.   Lessson2 [Shopping] Do shopping Oder food in a restaurant 

5.   Lesson3 [Making a date]  Talk about daily activities (Verb types and long forms)  

6.   Lesson3 [Making a date]  Extend, accept and refuse invitations 

7.   Lesson4 [The first date]  Ask and describe where things/people are 

8.  Lesson4 [The first date]  Talk about things that happened in the past 

9.  Lesson4 [The first date]  Talk about habitual action in the past 

10.  Lesson5 [A trip to Okinawa]  Describe people and things (Adjectives-present and past tense) 

11.  Lesson5 [A trip to Okinawa]  Make offers and invitations 

12.  Lesson5 [A trip to Okinawa]  Talk about likes and dislikes 

13.  Lesson5[ A day in Robert’s life]  Make request ( Verb te-forms) 

14.  Lesson5[ A day in Robert’s life]  Ask for and give permissions   Offer help  

 

 

成績評価の方法・観点及び到達度： 



2023前期 

日本語初級文法 授業計画 

古川 由理子作成 

 

 

3 

 

テスト は しません。  

There will be no tests or exams.  

履修要件 

・ひらがな、カタカナ を べんきょう してください。 

Learn Hiragana and Katakana through the following site. 

http://www.samidori.k.kyoto-u.ac.jp 

・テキスト を かってください。 

Please buy the textbook. 

・レジストレーション を おねがいします。 

Please enroll in the course before the registration cutoff date. 

教科書： 

板野永理他『げんき』the Japan times、ISBN：978-4-7890-1730-5 

Eri Banno et. al “GENKI”, the Japan times、ISBN：978-4-7890-1730-5 

 

http://www.samidori.k.kyoto-u.ac.jp/


４月（Apr.）

日(Sun.) 月(M.) 火(Tu.) 水(W.) 木(Th.) 金(F.) 土(Sat.)

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

５月（May）

日(Sun.) 月(M.) 火(Tu.) 水(W.) 木(Th.) 金(F.) 土(Sat.)

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

６月（June）

日(Sun.) 月(M.) 火(Tu.) 水(W.) 木(Th.) 金(F.) 土(Sat.)

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

 

７月（Jul.）

日(Sun.) 月(M.) 火(Tu.) 水(W.) 木(Th.) 金(F.) 土(Sat.)

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

授業class 場所pl. 授業class 場所pl. 授業class 場所pl.

水曜日(W.) 初中級Ⅰ ２Ｆゼミ室 初中級Ⅱ ２Ｆゼミ室

木曜日(Th.) 初級文法 ２Ｆゼミ室 初級会話 ２Ｆゼミ室

場所：桂キャンパス　Bクラスター　事務管理棟　２F　留学生ゼミ室
Location：/Katsura Campus B-Cluster Administration Bldg.2F Seminar Room

2023年度前期日本語(初級/初中級)授業開講スケジュール

2023 Schedule for Japanese Class（Elementary/Upper Elementary）

10:30～12:00 13:15～14:45

2限目 3限目 4限目

15:00～16:30


