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Semester: 2019 Fall Semester 

 

JPN6 日本語６ 
 

Section 1 
Instructor/Title 

 
宮内 俊慈（みやうち しゅんじ） 

Office/Building 3307 中宮キャンバス 
 
【Course Outline / Description】 
上級
じょうきゅう

レベル（日本語 能力
のうりょく

試験 N1）に行くために 中級
ちゅうきゅう

後期
こ う き

（日本語 能力
のうりょく

試験 N2）のアカ

デミックな 文型
ぶんかた

(sentence pattern)・語彙
ご い

(vocabulary)を学ぶ。 
 
Section 2 
【Course Objectives/Goals/Learning Outcomes】 
1. ディスカッションや 発表

はっぴょう

で、日本語で意見を言ったり、説明
せつめい

したりできるようになる。 
2. ニュースやテレビ 番組

ばんぐみ

、映画で使われる 自然
し ぜ ん

な日本語を 理解
り か い

し、いろいろな 話題
わ だ い

につ

いて 議論
ぎ ろ ん

できるようになる。 
3. 表

ひょう

やグラフを見ながら、説明
せつめい

したり 発表
はっぴょう

したりできるようになる。 
4. 日本語だけで言い 換

か

えたり、考えたりできるようになる。   
 
 
Section 3 
【Class Schedule/Class Environment, Literature and Materials】 

Date Class 予習 
9/2 （月） オリエンテーション 自己

じ こ

紹介
し ょ う か い

の内容 
9/3 （火） Review (1) 宿題(1) - 復習(1) 
9/6 （金） Review (2) 宿題(2) - 復習(2) 
9/9 （月） Review (3) + 復習テスト  「復習」パケットの復習 

9/10 （火） 
Unit 1： 文型練習 1 ～とおり／～といえば／～かねな

い／単語クイズ （１-名詞） 
Unit 1 の単語 
（名詞） 

9/13 （金） 
Unit 1： 文型練習 2 ～というわけ／N, N といった N／

～たびに／本文会話練習／単語クイズ （２-その他） 
Unit 1 の単語（名詞 
以外）・宿題(１)-文型１ 

9/16 （月） Unit 1： ディスカッション「どんな SNS、使ってるの？」 宿題(2)-文型２・ 
宿題(3)ディスカッション 

9/17 （火） 
Unit 2： 文型練習 1 ～によって／～にとって／～だけ

に（なおさら）／単語クイズ （１-名詞） 
Unit 2 の単語 
（名詞） 

9/20 （金） 
Unit 2： 文型練習 2 ～ことに／～ずに／～がきっかけ

で／本文会話練習／単語クイズ （２-その他） 
Unit 2 の単語（名詞 
以外）・宿題(１)-文型１ 

9/23 （月） Unit 2： ディスカッション「交通機関のマナー」 宿題(2)-文型 2・ 
宿題(3)ディスカッション 

9/24 （火） Unit 1 & 2 の復習 復習シート 
9/27 （金） ユニットテスト 1 （Unit 1 & Unit 2) 復習シート 

9/30 （月） 
Unit 3： 文型練習 1 ～からすると／N のことだから／

～ようがない／単語クイズ （１-名詞） 
Unit 3 の単語 
（名詞） 

10/1 （火） 
Unit 3： 文型練習 2 ～ないことはない／～さえ～ない

／V+以上／本文会話練習／単語クイズ （２-その他） 
Unit 3 の単語（名詞 
以外）・宿題(１)-文型１ 

10/4 （金） Unit 3： ディスカッション「夫？主人？」 宿題(2)-文型２・ 
宿題(3)ディスカッション 

10/7 （月） 
Unit 4： 文型練習 1  N-次第／X にしろ Y にしろ／～

わりに（は）／単語クイズ （１-名詞） 
Unit 4 の単語 
（名詞） 
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10/8 （火） 
Unit 4： 文型練習 2  V+というN／それにしても／～ような気が

する／～とは限らない／本文会話練習／単語クイズ （２-その

他） 

Unit 4 の単語（名詞 
以外）・宿題(１)-文型１ 

10/11 （金） Unit 4： ディスカッション「日本食ブームって、本当？」 宿題(2)-文型２・ 
宿題(3)ディスカッション 

10/14 （月） Unit 1-Unit 4 の文型の復習・Oral Interview の練習 復習シート  
(Unit 1 - Unit 4) 

10/15 （火） Oral Interview (1) group-1 Interview の練習 
10/18 （金） Oral Interview (1) group-2 Interview の練習 

10/21 （月） 中間試験 （Unit 1-Unit 4） （20％） Unit 1 から Unit 4 の復

習 
10/22 （火） no class（即位

そ く い

の 礼
れ い

）  
10/25 （金） 発表の説明 プロジェクトの内容 
10/28 （月） 発表の準備（＠5201 教室） プロジェクトの内容 

10/29 （火） 
Unit 5： 文型練習1 ～ならともかく／～くらい／～ばいいと

いうものではない／単語クイズ （１-名詞） 
Unit 5 の単語 
（名詞） 

11/1 （金） no class（秋休み）  
11/4 （月） no class（秋休み）  

11/5 （火） 
Unit 5： 文型練習 2 表やグラフを説明するための表現／

本文会話練習／単語クイズ （２-その他） 
Unit 5 の単語（名詞 
以外）・宿題(１)-文型１ 

11/8 （金） Unit 5： ディスカッション「関西は好きですか？」 宿題(2)-文型２・ 
宿題(3)ディスカッション 

11/11 （月） 
Unit 6： 文型練習 1  ～によると／X は Y に比べると／～

からこそ、～んだ／単語クイズ （１-名詞） 
Unit 6 の単語 
（名詞） 

11/12 （火） 
Unit 6： 文型練習 2  ～まして、～／～をはじめ／～

傾向にある／本文会話練習／単語クイズ （２-その他） 
Unit 6 の単語（名詞 
以外）・宿題(１)-文型１ 

11/15 （金） Unit 6： ディスカッション「就活って何？」 宿題(2)-文型２・ 
宿題(3)ディスカッション 

11/18 （月） 
Unit 5 & 6 の復習 と ユニットテスト 2 （Unit 5 & 
Unit 6) 

復習シート 
(Unit 5 & Unit 6) 

11/19 （火） 
ビデオ 『イマキヨさん』 (1) イントロダクション（ビデオを

見る） ビデオ・スクリプト 

11/22 （金） 
『 イ マ キ ヨ さ ん 』  (2) 文 型 練 習  1 (Changes in 
informal conversation/Contracted phrases) ビデオ・スクリプト 

11/25 （月） 
『イマキヨさん』 (3) 文型練習 2 (Omitting particles, 
Changes in word order) 宿題(１)-文型１ 

11/26 （火） 
『イマキヨさん』 (4) Filling blanks in the script／単

語の練習／単語クイズ 
宿題(2)-文型２・『イマキヨ

さん』の単語（全部） 

11/29 （金） ディスカッション （ビデオ 『イマキヨさん』） 復習シート・ 
宿題(3)ディスカッション 

12/2 （月） ユニットテスト 3 （ビデオ 『イマキヨさん』） 『イマキヨさん』の復習 
12/3 （火） 日本人学生との会話（日本人学生と一緒にスキット） スキット・スクリプト 
12/6 （金） 発表 発表練習 
12/9 （月） 発表  発表練習 

12/10 （火） 
期末試験 (Unit 1~Unit 6 + 『イマキヨさん』) のための

復習・Evaluation 復習シート 

12/13 （金） Oral Interview (2) group-1 Interview の練習 
12/16 （月） Oral Interview (2) group-2 Interview の練習 
12/11（火） 
 (tentative) 

期末試験 （30%） Unit 1 - Unit 6 +  
『イマキヨさん』の復習 
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【Textbooks/Reading Materials】 
Unit ごとにパケットを 配

く ば

ります。試験の問題は、パケットから出ますから、自分でファイル

して、大切に 保管
ほ か ん

してください。全部ファイルすると、一冊
いっさつ

の教科書になります。 
 
Section 4 
【Learning Assessments/Grading Rubric】 
1. 宿題    5％ 
2. 単語クイズ（１３回）  10％ 
3. 復習／ユニットテスト（４回） 15％ 
4. ディスカッション（７回）  10％ 
5. クラスパフォーマンス  5% 
6. 発表

はっぴょう

（１回）   5％ 
7. 中間試験    20％ 
8. 期末試験    30％ 
 
※宿題はしめきりの日に出してください。遅れたら点が半分になります。出さなかったら点は

ありません。 
※1回休むと0.5%のペナルティがあります。 遅刻

ち こ く

は0.2%のペナルティです。25分以上の遅刻
ち こ く

・早退
そうたい

は欠席になります。 
※ディスカッションの時は、発言

はつげん

の回数と 内容
ないよう

で 評価
ひょうか

します。 
※クラスパフォーマンスは、token (coin)の 数

か ず

で 評価
ひょうか

します。 
 
Section 5 
【Additional Information】 
◆ クラスワーク、発表、ディスカッション 
1. 授業では、ペアワークをしたり、グループで、ディスカッションをしたり、発表

はっぴょう

をしたりします。で

きるだけ発言をして、積極的
せっきょくてき

に 参加
さ ん か

してください。 
2. 英語や自分の母語に 訳

や く

さないで、できるだけ日本語だけで言い 換
か

えたり、考えたりしてみましょう。

すぐに使える 辞書
じ し ょ

があると便利でしょう（辞書
じ し ょ

は絶対に必要です！）。スマホのアプリやパソコンを

使ってもいいですが、信頼性
しんらいせい

の高い(reliable)ものを選んでください。 
 
◆ 勉強のしかた： 
1. Unit の単語リストの言葉の意味や使い方を覚える。（予習

よしゅう

） 
2. Unitごとに10分くらいの単語クイズを2回（1回目は、名詞

め い し

で2回目はその他の品詞
ひ ん し

:part of speech）
する。言葉の意味や使い方を覚えているかどうかテストします。 

3. 授業でやった単語練習シートの問題を 復習
ふくしゅう

する。 
4. 授業で練習した新しい文型の使い方を覚える。（予習

よしゅう

・復習
ふくしゅう

） 
5. Unit のディスカッションのポイントを３つと自分の答えを考えてくる。（予習

よしゅう

）ディスカッションの

時、自分のディスカッションポイントやわからなかったことなどについて話し合いをする。できるだけ、

新しい言葉や 文型
ぶんけい

を使いましょう。 
 
◆ その他注意事項：  
① 授業中、携帯

けいたい

電話で 通話
つ う わ

したり、メールをしたりしないでください。辞書
じ し ょ

機能
き の う

を使うことだけオッ

ケーにします。机の下で 操作
そ う さ

(operation)をしないでください。 
② 病気のときは、病院に行き、領収書

りょうしゅうしょ

（レシート） をもらうようにしましょう。授業中は、食べ物を

食べたり、ガムを 噛
か

んだりしてはいけません。 
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Semester: 

 

Kanji and Readings 6 
 
Section 1 

Instructor/Title 
 

Kaori Tajima / Kanji and Readings 6 
Office/Building 903 / Main Building 

 
【Course Outline / Description】 
 
This course is an early to intermediate stage or the advanced Reading and Writing Japanese.  

Students should be able to recognize and produce approximately 800 kanji characters.  
This course aims at developing reading skills especially focused on essays, novels, newspaper, and 
editorials to the extent of passing the Japanese Proficiency Test Level 2. 
 
 
Section 2 
【Course Objectives/Goals/Learning Outcomes】 
 
Students will learn a total of approximately 350 and 1,000 words composed of Kanjis. 

 
 
Section 3 
【Class Schedule/Class Environment, Literature and Materials】 

 

Kanji & Readings ６A：tentative schedule 

週 月日 クラス クイズ 

1 
9／3 （FRI） ORIENTATION &復習(REVIEW)  

9／6 （FRI） 漢字（５週：１－２日目）  

2 
9／10 （TUE） 漢字（５週：３－４日目） 漢字クイズ① 

9／13 （FRI） 読解＆作文①  

3 
9／17 （TUE） 漢字（５週：５－７日目） 漢字クイズ② 

9／20 （FRI） 読解＆作文②  

4 
9／24 （TUE） 復習 漢字クイズ③ 

9／27 （FRI） レッスンテスト① & 復習  

5 
10／1 （TUE） 漢字（６週：１－２日目）  

10／4 （FRI） 漢字（６週：３－４日目） 漢字クイズ④ 

6 
10／8 （TUE） 読解＆作文③  

10／11（FRI） 漢字（週６：５－７日目） 漢字クイズ⑤ 

7 
10／15（TUE） 作文④  

10／18（FRI） 読解④ 漢字クイズ⑥ 

8 
10／22（TUE） NO CLASS  

10／25（FRI） 中間試験 & 復習  
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週 月日 クラス クイズ 

9 
10／29（TUE） 漢字（７週：１－２日目）  

11／1（FRI） NO CLASS  

10 
11／5 （TUE） 漢字（７週：３－４日目） 漢字クイズ⑦ 

11／8 （FRI） 読解＆作文⑤  

11 
11／12（TUE） 漢字（７週：５－７日目） 漢字クイズ⑧ 

11／15（FRI） 読解⑥  

12 
11／19（TUE） 読解＆作文⑥ 漢字クイズ⑨ 

11／22（FRI） レッスンテスト & 復習  

13 
11／26（TUE） 漢字（８週：１－２日目）  

11／29（FRI） 漢字（８週：３－４日目） 漢字クイズ⑩ 

14 
12／3 (TUE) 読解⑦  

12／6  (FRI) 漢字（８週：５－７日目） 漢字クイズ⑪ 

15 
12／10（TUE） 読解＆作文⑦  

12／13（FRI） 復習 漢字クイズ⑫ 

16 12／17～20 期末試験  

 
 
【Textbooks/Reading Materials】 
 
「日本語能力試験」対策 日本語総まとめ N２漢字（アスク出版） 
 
 
Section 4 
【Learning Assessments/Grading Rubric】 
 
中間
ちゅうかん

試験
し け ん

 ----------------------------------------------------------------------------- 20% 

期末
き ま つ

試験
し け ん

 ------------------------------------------------------------------------------- 30% 

漢字
か ん じ

クイズ (12) -------------------------------------------------------------------- 10% 

レッスンテスト (2) ------------------------------------------------------------------ 20% 

作文  ------------------------------------------------------------------------------------- 10% 

宿題
しゅくだい

 ------------------------------------------------------------------------------------ 10% 
 

 


