S.H.J. Regular Course
Regular Course

Lesson Plan

Lesson Plan

レギュラーコース
授業内容

Beginner Level

初級

１．次の漢字の読み方は？
私は毎朝

Beginner Level
We think a great deal of the beginner vocabulary. You will learn from the stroke order to the pronunciation and the meanings of Hiragana, Katakana and Kanji.
Also, textbooks are not enough to strengthen all four language skills, so we adopt other kinds of
teaching materials to establish the skills. ʻMainichi no Kikitori for beginnerʼ is used for listening
practice and ʻShokyu de yomeru topic25 Ⅰ,Ⅱʼ for reading practice. You will be given writing assignments inside and outside the classroom.
初級語彙はとても大切なため、ひらがな、
カタカナ、漢字は書き順から丁寧に説明し、毎日小テストをしています。4技
能を伸ばすには、教科書をただ進めるだけではなく、習った事を何度も聞く・見る・使うことで自分のものにしていきま
す。聴解は「毎日の聞き取り初級」、読解は「初級で読めるトピック25 Ⅰ・Ⅱ」を使用し、
また初級から作文を書いて能
力の定着を図ります。

Intermidiate Level
Textbooks for intermediate levels are quite diﬀerent from beginner ones. You need to pick out
words and grammars you donʼt know other than new vocabulary and grammar written in the
textbooks and memorize them to build up your Japanese. In the intermediate classes, ﬁrst we tell
students how to study and help studying in eﬀective way. It is important to study with many kinds
of materials to improve all four skills in this level, too.
You will practice making speech, expressing opinions in your own words, reading again and again
until you memorize the whole sentences, summarizing long sentences and so on.
中級の教科書は初級のものと様相が全く違います。新出語彙・文法は提示されていますが、それ以上に自分でわか
らない単語・文法を見つけ、独学していかなければ日本語力は伸びません。
ですから、中級になってからすぐに勉強
法の提示・定着化から始めています。
初級同様、中級でも習った事を4技能使って繰り返し学ぶことは変わりません。その他にスピーチや音読・長文読解
の時間を設け、
自分の言葉で意見を発する練習や、正しい文法を一文そのまま覚えてしまうくらい読む練習、長い文
から大意を取る練習が加えられています。

Higher intermidiate Level
In intermediate level, many students fall into a slump, so we try various approaches of lesson
planning to keep students motivated. You can choose classes to overcome your weakness or polish
up your Japanese. JLPT lessons are divided into several classes to prepare for each level.
All foreign students must be in trouble with the diﬀerence of Japanese language between the
textbooks and real life. In the higher-intermediate level, you will also learn from songs and TV
dramas to hear ʻpractical Japaneseʼ.
語学学習のうち、“中級レベル“が一番長く大変な時期です。中上級では、学習のモチベーションが下がらないよう、新
発見が絶えない授業の工夫しています。
このレベルでは選択授業が多く、
自分の不得手な科目やより伸ばしたい技
能の授業を選ぶことができます。
日本語能力試験対策についても、
レベルが細かく分かれています。
また留学生なら誰しも、教科書と実際使う語彙や文法の違いに悩むでしょう。中上級レベルでは、
「生きた日本語」
を
聞き取り・使えるよう歌やドラマ等から会話を勉強することもできます。

Advanced Level
In advanced classes, you will read newspapers and novels as well as studying textbooks and solving
questions for examinations such as JLPT and EJU. To practice reading, you will read the sentences
in two ways, reading speedily or reading thoroughly. For speaking skill, you will be given topics to
debate. Also, there will be lessons to brush up your business manner and politeness in Japanese.
上級の授業では、教科書だけではなく試験問題対策や新聞・小説などの文章を活用しています。読解の授業ではス
ピード優先か、内容を深く読み解くことを重視するかを考え、、
また討論を通して学生同士で気持ちを表現します。
ま
た卒業に向けて、ビジネスマナーや敬語等、
日本語の最終的なブラッシュアップをします。
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日本語レベルチェック！ S.H.J.オリジナル チャレンジ問題

新聞 を読みます。 a.しぶん

２．
ここは暗いから、電気の（
a.スキッチ

b.しんぶん

c.じぶん

d.じんぶん

）
をおしてください。

b.スチッチ

c.スイッチ

３．次の言葉を使って文を作りましょう。

d.スニッチ

（あの店／ケーキ／やすい／おいしい／です）

初級

。

４．正しい会話は？
A：今日、ケンくんは休みですか？
B：はい、風邪を（

中級

）そうです。 a.ひく

b.ひき

c.ひいて

d.ひいた

Intermidiate Level

１．
「十分」の使い方で一番いい文は？
a.問題に 十分 あるので大変です。
c.地球には

十分

が一番楽しいと思います。

十分 リサイクルします。 d.まだ卵は

２．あの美術館の絵はとても
（
a.ユニーク

b.

十分

残っています。

）
でおもしろい。

b.アピール

c.ディベート

d.オークション

３．
どちらがいいですか？
私がこの本を先生のお宅に（ a.お届けになります

b.お届けします ）。

４．
「さえ・しか・こそ」の中から正しいものを書きましょう。
クラスで最下位の彼で（a.
でも…昨日は2時間（c.

上級
１．
（

）合格した。私も今年（b.

）合格したい。

）勉強しなかった。

Advanced Level
）やり方がわかれば、その後何年しなくてもまたやれば思い出す。

a.いったん

b.いっぽう

c.ほったん

d.なんども

２．次の語彙の意味が最も近いものは？ 「努力してきたことがやっと 実を結んだ 。」
a.影響が出る

b.結果が出る

c.成果が出る

d.人気が出る

３．
「いわゆる」の使い方で一番いい文は？
a.夏になっても雨が続いている。 いわゆる 梅雨がもう一度来たようだ。
b.ジェシーさん髪型変えたね。似合うよ！ いわゆる テストはどうだった。
c.足りない栄養が補える いわゆる 「健康食品」に関心を持つ人は多い。
d.たばこの値上がりが続く。 いわゆる 今の平均は1箱420円だ。
４．後に続く文として良いものは？ 「日曜日といえども…」
a.休まず働かなくてはならない。

b.朝はゆっくり休みたい。

c.行楽地はとても混んでいる。

d.平日たまった家事をしてしまう。
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