
 
 
 
 

Subject Name Japanese Level 
C100 / C110 / C120 
Beginning Comprehensive Japanese  

Level 1 (Beginning) 

Class Goals and Outline 
Students will acquire the minimum, basic abilities in conversation and reading/writing necessary for 
everyday life in Japan. 
Eligibility 
Students who have studied no Japanese. 
Learning Objectives 
A1 level in the CEFR/JF Standard for Japanese-Language Education 
・ Understand and correctly use basic greetings and set phrases 
・ Speak about things around you and interact with others using combinations of simple phrases 
・ Understand simple informative texts and brief passages about familiar topics 
Term and Number of Periods (per week) 
Spring/fall terms: twice/week (4 periods/week), 15 weeks total  
Class Content 
・ Speak simply about yourself, ask others about themselves 
・ Shop/place orders while interacting with shop staff 
・ Speak/ask about daily plans/activities 
・ Invite others, discuss where you want to go, and arrange to meet 
・ Speak about presents and other kindnesses 
・ Explain problems and ask for help 
・ Give advice to and help people who are having problems 
・ Speak/ask about hobbies, skills, and past experiences 
・ Speak/ask about rules and customs 
・ Express your own opinions, and convey things that others have said 
・ Use appropriate politeness levels depending on your conversation partner (professor vs. 

close friend) etc. 

 

Textbook 
MINNA NO NIHONGO SHOKYU I, 2nd Edition, JPY 2,500 (3A Corporation)  
ISBN: 978-4-88319-603-6 
Evaluation Method 
Achievement of learning goals (50%) 
Participation (50%): Preparation, attendance, participation in class activities, homework 
*May change. 



 
 
 

授業科目名 日本語レベル 

C100 / C110 / C120 : 入門総合日本語  
Beginning Comprehensive Japanese  

Level 1（入門） 

授業の目的と概要 
日常生活の生活場面で必要最低限の会話、読み書きができるようになるための基礎力を身につけ

ます。 
対象者 
日本語未習の人。 
学習の到達目標 
CEFR／JF 日本語教育スタンダード A1 レベル 
・ 基本的な挨拶や決まり文句の表現を理解し、正しく使うことができる 
・ 身の回りのことについて、単純な字句を並べて述べたり、やりとりしたりすることができる 
・ 身近なことについての簡単な情報文の内容や簡潔な記述文の概要を把握することができる。 
開講学期および授業回数（週当たり） 
春学期・秋学期 週 2 回（週 4 コマ）全 15 週  
授業内容 
・ 簡単に自分のことを話したり、相手のことを聞いたりする 
・ お店の人とやりとりをしながら、買い物や注文をする 
・ 一日の予定や行動について、話したり聞いたりする 
・ 相手を誘って、行きたいところを相談し、約束する 
・ プレゼントや、親切な行為について話す 
・ 困っていることを説明して、手伝いを頼む 
・ 困っている人に、アドバイスしたり、手伝いを申し出たりする 
・ 趣味や得意なこと、今までの経験について、話したり聞いたりする 
・ ルールや習慣について、話したり聞いたりする 
・ 自分の意見を言ったり、人の発言を伝えたりする 
・ 話す相手（先生／親しい友達）に応じて、適切な丁寧さで話す          など 

 

使用教材 
『みんなの日本語 初級Ⅰ 第 2 版 本冊』¥2,500（スリーエーネットワーク） 
ISBN:978-4-88319-603-6 
成績評価方法 
学習目標への到達度（50%） 
平常点（50%）：予習、出席、クラス活動への参加、宿題 
※変更する可能性があります。 




