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Advanced Kanji and Readings 

Section 1 
Instructor/Title 

 
半田佳奈子 Kanako Handa 

  
 
【Course Outline / Description】 
The second level of advanced Kanji and Readings. Students should be able to recognize 
approximately 1,400 kanji. The Joyo Kanji (2,136 kanji) will be covered during the semester. 
This course is suitable for the students with a level of N1 in the Japanese Proficiency Test. 
In each lesson students have kanji exercises focused on certain topics. Students learn the 
reading and writing skills for university education. For this purpose students will read 
academic texts, analyze the text structure and learn useful kanji-words and expressions. 
Students are required to develop their own opinion based on their understanding of the 
content and to discuss with others. Students are expected to submit essays in which they 
write down their opinion on the topic.  
 
Section 2 
【Course Objectives/Goals/Learning Outcomes】 
１．より多くの漢字・漢字語彙を理解し、使えるようになる。  
２．読み物を読んで内容を理解し、自分のことばで内容について説明したり、議論したりでき 

るようになる。  
３．これまでに習った漢字、語彙、文型を使いながら、テキストの 要旨

よ う し

や自分の意見を書ける

ようになる。 
 
Section 3 
【Class Schedule/Class Environment, Literature and Materials】 

 授業 授業外学修 

１ オリエンテーション  
漢字 5-1 (pp. 76-77)  

漢字 5-1 の読みを予習 

２ 漢字 5-2 (pp. 78-79)  
読解１：本文、内容理解 

漢字 5-2 の予習 
読解テキスト準備 

３ 漢字 5-3 (pp. 80-81)  
読解１：言葉、文型練習 

漢字 5-3 の予習 
プリントの課題 

４ 漢字 5-4 (pp.82-83) 
読解１：ディスカッション 

漢字 5-4 の 予習 
プリントの課題 

５ 漢字 5-5 (pp. 84-85)  
読解２：本文、内容理解 

漢字 5-5  の予習 
読解テキスト準備 

６ 漢字 5-6 (pp. 86-87)  
読解２：言葉、文型練習 

漢字 5-6 の予習 
プリントの課題 

７ 漢字 6-1 (pp. 92-93)  
読解２：ディスカッション 

漢字 6-1 の予習 
プリントの課題 

８ ユニットテスト 1  
漢字 5-1 から 5-6 
読解１，２ 

ユニットテスト 1 の準備 
 

9 漢字 6-2(pp. 94-95) 
読解３：本文、内容理解 

漢字 6-2 の予習 
読解テキスト準備 
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10 漢字 6-3(pp.96-97) 
読解３：言葉、文型練習 

漢字 6-3 予習 
プリントの課題 

11 漢字 6-4 (pp. 98-99） 
読解３：ディスカッション 

漢字 6-4 の予習 
プリントの課題 

12 漢字 6-5 (pp.100-101）  
読解４：本文、内容理解 

漢字 6-5 の予習 
読解テキスト準備 

13 漢字 6-6 (pp. 102-103）   
読解４：言葉、文型練習 

漢字 6-6 の予習 
プリントの課題 

14 漢字 7-1 (pp.108-109）  
読解４：ディスカッション 

漢字 7-1 の予習 
プリントの課題 

15 ユニットテスト２ 
漢字 6-1 から 6-6  
読解３，４ 

ユニットテスト 2 の準備 
 

16 漢字 7-2 (pp.110-111)  
読解５：本文、内容理解 

漢字 7-2 の予習 
読解テキスト準備 

17 漢字 7-3 (pp.112-113)  
読解５：言葉、文型練習 

漢字 7-3 の予習 
プリントの課題 

18 漢字 7-4 (pp.114-115)  
読解５：ディスカッション 

漢字 7-4 の予習 
プリントの課題 

19 漢字 7-5 (pp.116-117)  
読解６：本文、内容理解 

漢字 7-5 の予習 
読解テキスト準備 

20 漢字 7-6 (pp.118-119)  
読解６：言葉、文型練習 

漢字 7-6 の予習 
プリントの課題 

21 漢字 8-1 (pp.124-125)  
読解６：ディスカッション 

漢字 8-1 の予習 
プリントの課題 

22 ユニットテスト３ 
漢字 7-1 から 7-6 まで 
読解５，６ 

ユニットテスト 3 の準備 
 

23 漢字 8-2 (pp.126-127)  
読解７：本文、内容理解 

漢字 8-2 の予習 
読解テキスト準備 

24 漢字 8-3 (pp.128-129)  
読解７：言葉、文型練習 

漢字 8-3 の予習 
プリントの課題 

25 漢字 8-4(pp.130-131)  
読解７：ディスカッション 

漢字 8-4 の予習 
プリントの課題 

26 漢字 8-5 (pp.132-133)  
漢字 8-6 (pp.134-135)  

漢字 8-5、8-6 の予習 

27 ユニットテスト４ 
漢字 8-1 から 8-6 
読解７ 

ユニットテスト４の準備 
 

28 TBA TBA 
29 復習 復習 
 期末試験（漢字５－８、読解１－７）  期末試験の準備 
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【Textbooks/Reading Materials】 
・『日本語総まとめ N1 漢字』佐々木仁子, 松本紀子著、アスク出版、ISBN：9784872177244 

・『改訂版 大学・大学院 留学生の日本語 論文読解編』アルク、ISBN: 9784757426337 

 

Section 4 
【Learning Assessments/Grading Rubric】 
期末試験 30% 

ユニットテスト (4回) 40% 

提出物（エッセイ、その他宿題） 30% 
 
【Additional Information】 

1. It is critical that students attend the classes regularly. Your final grade will be reduced by 0.5 points for 

each absence. Likewise, 0.2 points will be deducted if you are late for class (more than 20 minutes).  

2. The late submission of the assignments will cause point reduction. 

3. The exams will not be rescheduled for any reason. Make-ups will be given only for medical reasons 

with written proof. 
 

 


