
Virtual KCJS Summer Program 2021: 2nd Year
Schedule

Week 1
Preparation for the Day

In-Class Activities
1. 9:00am-10:00am
2. 10:10am-11:10am
3. 11:20am 12:00pm

Assignments for the Following
Day

6/21(月)

オリエンテーション Orientation
● Familiarize yourself with the course
● Watch Kyoto video
● Take the quiz

● Upload your
self-introduction video to
the Discussion (Read
Instruction #1)

● Download the PDF file
Genki II Vocab List
L17-L23 (necessary for
vocab quizzes)

6/22(火)

オリエンテーション Orientation
● Familiarize yourself with the course
● Get to know your classmates
● Review Genki 1

● Give comments to your
classmates' videos (Read
Instruction #2)

6/23(水)

Quiz:
● L17単語 (たんご, Vocabulary)

pp.120-121
○ Download Genki II

Vocab List L17-L23
○ ◯の言葉(ことば)だけ

Applies for all
subsequent 単語
quizzes

Genki 2: L17
1. 会話1
2. 読み書き編 B
3. 関西弁講座 (かんさいべんこうざ, Lecture on

Kansai-ben)(elective)

● Reply to your
classmates' comments
(Read Instruction #3)

● Workbook (WB) L17:
○ p.44 II, p.45 II,

p.46 I (2, 3, 5),
p.46 II

○ p.117 Kanji



● L17漢字 (Kanji) pp.301-302 読
み (よみ, Reading)

○ グレーの言葉(ことば)だ
け　　　　　　　　

Applies for all subsequent 漢字 quizzes
-------------------

● L17会話1 (かいわ, Dialogue 1)
1. 教科書の会話linkの

audioを３回聞く
2. スクリプトを見ながら声に
出して練習

3. 内容を理解する（Content
Questionに答えられるレ
ベルまで準備） 　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
Applies for all
subsequent dialogue
preparations

● L17 Grammar 1-4 on
pp.122-125

● L17-1, 2, 3, and 4 grammar
videos

● Take the self-check quiz
● L17 読み書き編 (よみかきへん,

Reading and Writing) B
pp.305-306 and complete C on
p.306

6/24(木)

Quiz: L17漢字 pp.301-302 書き(かき,
Writing)
-------------------

● L17会話2
● L18会話1
● L17 Grammar 5, 6 on

pp.126-127 and L18 Grammar
1 on pp.144-145

● L17-5, 6
● L18-1 grammar videos
● Take the self-check quiz

Genki 2: L17 & L18
1. L17会話2
2. L18会話1
3. L17まとめ

● Read your classmates
responses (Read
Instruction #4)

● WB: L17 p.47 I (2, 3, 5),
II (2,3), p.48 II, L18: p.52

● Record your video for the
L17まとめ (Read
Instructions #2-5)



6/25(金)

Quiz:
● L18単語 pp.142-143
● L18漢字 pp. 308-309 読み

-------------------
● L18会話2
● L18会話3
● Grammar 2-5 on pp.145-149
● L18-2, 3, 4, 5 grammar videos
● Take the self-check quiz

Genki 2: L18
1. 会話2
2. 会話3
3. L18まとめ

● WB: L18
○ p.53 I (2,3,6),

p.54 I (2,4,5), III,
p.55 I, p.56 I, II

○ p.119 Kanji
● Record your video for the

L18まとめ (Read
Instructions #2-5)

Week 2
Preparation for the Day In-Class Activities

6/28(月)

Quiz:
● L19単語 pp.166-167
● L18 漢字pp. 308-309 書き

-------------------
Preparation

● L19会話1
● L19 Grammar 1 on pp.168-170 & 3 on p.171
● L19-1, 3 grammar videos
● Take the self-check quiz
● L18 読み書き編 III A p.312
● Take the comprehension-check quiz
● Prepare for discussion with students in Japan (Read

"Preparation: Brainstorming #1 and 2")

Genki 2: L18 & L19
1. L18読み書き編 III A
2. L19会話1
3. 日本の学生との会話 (にほんのがくせいとのかいわ,

Discussion with students in Japan)：アルバイト (Read
Instructions "In Class #1-4")



6/29(火)

Review Assignments
● Workbook (WB): L19 p.60 I, II, p.62 I
● L18読み書き編内容質問

-------------------
No Quiz
-------------------
Preparation

● L19会話2
● L19会話3
● L19 Grammar 2, 4 & 5 on pp.170-172
● L19-2, 4, 5
● Take the self-check quiz

Genki 2: L19
1. 会話2
2. 会話3
3. L17, L18レッスンテスト (Lesson Test)

6/30(水)

Review Assignments
● WB: L19

○ p.61 II, p.63 I (2-4), p.64 I (1,4), III
○ p.121 漢字

● Post your summary for the 日本の学生との会話 on
6/28(月) to Discussion (Read Instruction #1)

-------------------
Quiz:

● L20単語 pp.186-187
● L19漢字 pp.315-316 読み

-------------------
Preparation

● L20会話1
● L20 Grammar 1 & 2 on pp.188-191
● L20-1, 2 grammar videos
● Take the self-check quiz
● L19 読み書き編 II B p.321 「マリアさんのメール」and

complete B on p.320
● Prepare for discussion with students in Japan (Read

Instructions "Prepare: Brainstorming")
● Sign up for lectures on Zen Buddhism and Zazen

and/or Nō theatre in Kyoto by 9AM
● Sign up for Meet-up with Japanese students by 9AM

Genki 2: L19 & L20
1. L19読み書き編 II B
2. L20会話1
3. 日本の学生との会話：今までの経験(けいけん,

experience) (Read Instructions "In Class #1-4")



7/1(木)

Review Assignments
● WB: L20 p.68, p. 69, p.70 II
● L19読み書き編内容質問
● Give comments to the summaries for the 日本の学生
との会話 on 6/28(月) to Discussion (Read Instruction
#2)

-------------------
Quiz: L19漢字 pp.315-316 書き
-------------------
Preparation

● L20会話2
● L20 Grammar 3-6 on pp.191-194
● L20-3, 4, 5, 6 grammar videos
● Take the self-check quiz

Genki 2: L20
1. 会話2-1
2. 会話2−2
3. L19まとめ

7/2(金)

Review Assignments
● WB: L20 p.72 I(1-4), p.73 I (2, 3, 5, 6, 8), p. 74 I (1,

3, 5), p.74 II
● Record your video for the L19まとめ (Read

Instructions #2-5)
-------------------
Quiz:

● L21単語 pp.210-211
● L20漢字 pp.323-324 読み

-------------------
Preparation

● L21会話1
● L21 Grammar 1 on pp.212-214
● L21-1 grammar video
● Take the self-check quiz
● L20 読み書き編 II B pp.327-328 (ll.6-42)「猫の皿」
● Take the comprehension-check quiz

Genki 2: L20 & L21
1. L21会話1
2. L20読み書き編 II B
3. Lecture on Zen Buddhism and Zazen (elective)

Week 3
Preparation for the Day In-Class Activities

7/5(月) NO CLASS



7/6(火)

Review Assignments
● WB: L20 p.78 I, II (2,4,5), p.79
● L20読み書き編内容質問
● Reply to your classmates' comments (Read

Instruction #3)
● Post your summary video for the 日本の学生との会話

on 6/30(水) to Discussion
-------------------
No Quiz
-------------------

● L21会話2
● L21文法2, 3 pp. 214-216
● L21文法 (ぶんぽう, grammar) 2, 3のビデオ
● 小テスト (しょうテスト, quiz) 受ける
● L21 読み書き編 II B pp.333-334 を読んで、内容理解小
テスト受ける

Genki 2: L21
1. 会話2
2. 読み書き編 II B
3. L20まとめ

12:10-1:10PM Meet-up with Japanese Students (Sign-up
required)

7/7(水)

Review Assignments
● WB:

○ L20 p.123の漢字
○ L21 p.80 I, p.81 I

● L21読み書き編内容質問
● Video recoding of L20まとめ (Read Instructions #2-5)
● Read your classmates' responses (Read Instruction

#4)
-------------------
Quiz:

● L22単語 pp.232-233
● L20漢字 pp.323-324 書き

-------------------
● L21会話3
● L22会話1
● L21文法4, 5 pp. 216-218と、L22文法1, 2, 3

pp.234-238
● L21文法4, 5ビデオ
● L22文法1, 2, 3のビデオ
● 小テスト受ける
● Prepare for discussion with students in Japan (Read

Instructions "Prepare: Brainstorming")

Genki 2: L21 & L22
1. 9:00-9:30 (30分) L21会話3
2. 9:35-10:25 (40分) L22会話1
3. 10:30-11:10 (40分) L22会話1
4. 11:20-12:00 (40分) 日本の学生との会話：困った経験

(Read Instructions "In Class #1-4")
12:10-1:10PM Meet-up with Japanese Students (Sign-up
required)



7/8(木)

Review Assignments
● WB:

○ L21 p.82 I, p.83
○ L22 p.86 I, p.87, p.89 II, p.90 I

-------------------
No Quiz
-------------------

● L22会話3
● L22文法4, 5 pp.238-239
● L22文法4, 5のビデオ
● 小テスト受ける
● L22読み書き編 B pp.339-340を読んで、p341 C.をする

Genki 2: L22
1. 会話3
2. 読み書き編 B
3. L19, L20レッスンテスト

7/9(金)

Review Assignments
● WB: L22 p.86 II, p.88 I, p.90 III, p.91 I, p 92 III
● L22読み書き編内容質問

-------------------
Quiz:

● L23単語 pp.254-255
● L21漢字 pp.330-331 読み

-------------------
● L23会話1
● L23会話2
● L23文法1, 2, 3 pp.256-259
● L23文法1, 2, 3のビデオ
● 小テスト受ける

Genki 2: L23
1. 会話2
2. 会話1
3. L21まとめ

Week 4
Preparation for the Day In-Class Activities



7/12(月)

Review Assignments
● WB:

○ L21 p.125の漢字
○ L23 p.95 I, p.97 II, p.98, p.99 I (3-5), p.100 II (2,

5), p.101 II
● Post your summary video for the 日本の学生との会話 on

7/7(水) to Discussion
-------------------
Quiz:

● L21漢字 pp.330-331 書き
● L22漢字 p.336-337 読み

-------------------
● L23会話3
● L23文法4, 5 pp.260-261
● L23文法4, 5のビデオ
● 小テスト受ける
● L23読み書き編 B pp.345-347
● 内容理解小テスト受ける

Genki 2: L23
1. 会話3
2. 読み書き編 B
3. L22まとめ 日本の学生とディスカッション

7/13(火)

Review Assignments
● WB:

○ L22 p.127の漢字
○ L23 p.102 I, p.103 I

● L23読み書き編内容質問
-------------------
Quiz:

● L22漢字 p.336-337 書き
● L23漢字 p.342-343 読み

1. オリエンテーション：
● 「飛躍」
● デジタルストーリーテリングプロジェクト

2. and 3. Lecture on Nō theatre in Kyoto (Elective)

7/14(水)

Review Assignments
● Start drafting your proposal for the digital storytelling

project (Due: 8:30AM on Friday, July 16)
● WB: L23 p.129の漢字

-------------------
Quiz: L23漢字 p.342-343 書き
-------------------

● 復習課（ふくしゅうか, Review Lesson) の文法I-III, IV, V, VII
pp, pp.9-11

● 復習課の文法I-III, IV, V, VIIのビデオ

飛躍 (ひやく): 復習課
1. 文法I-III (pp.9-10)
2. 文法IV, V, VII (pp.10-12)
3. 日本の学生との会話：話し合い ("In Class #1-4")



● 日本の学生との会話の準備 ("Preparation")

7/15(木)

No Quiz
-------------------

● 復習課の本文 (ほんぶん, main text) (pp.2-5)
＜本文の予習のし方＞

1. 音声ファイル聞く
2. 内容を考えながら読む
3. 分からないところにアンダーラインをひく
4. 声を出してもう一度読む

Applies for all subsequent dialogues
● 第一課の文法 I-V pp.26-28
● 第一課（だいいっか, Lesson 1) の文法 I-Vビデオ

飛躍: 復習課＆第一課
1. 復習課 読解 (p.2-5)
2. 第一課 文法I-V
3. GenkiL21&22LessonTest

7/16(金)

Review Assignments
● Summary of 日本の学生との会話 on 7/14(水) to

Discussion (Read Instruction #1)
● Complete your proposal for the digital storytelling project

(Due: 8:30AM on Friday, July 16)
-------------------
Quiz:

● 第一課 単語 前半 pp.21-22
▲は覚えなくていい
Applies all the subsequent quizzes

● 第一課 漢字 p.25 読み
-------------------

● 第一課の本文の前半 (ぜんはん, first half)  (p.16の25 行目
(ぎょうめ, ~th line)まで)

● 会話1「依頼する (いらいする, making a request)」の準備：
PDFファイル (01request.pdf)の

○ 《状況》の質問の答えを考える
○ 1を聞いて書く (01request_audio.mp3)
○ 3の状況の会話を考えておく

飛躍: 第一課
1. 読解 前半 (p.16の25行目まで)
2. 会話1「依頼する」
3. げんき2 L23まとめ

Week 5
Preparation for the Day In-Class Activities



7/19(月)

Review Assignments
● 第一課 聞きましょう
● Comment to summaries of 日本の学生との会話 on

7/13(水) to Discussion (Read Instruction #2)
● Start drafting your script for the digital storytelling

project (Due: 8:30AM on Monday, July 26)
-------------------
Quiz:第一課 単語 後半 pp.23-24
-------------------

● 第一課の文法VI-IX pp.28-30
● 第一課 (だいいっか, Lesson 1) の文法VI-IXのビデオ
● 第一課の本文の後半 (こうはん, latter half) (p.18)
● 本文の内容が説明 (せつめい, explanation)できるように
しておく

● 日本の学生との会話の準備 ("Preparation")

飛躍: 第一課
1. 第一課 文法VI-IX
2. 第一課 読解「行事」後半 p.18
3. 日本の学生との会話：日本の行事 ("In Class #1-4")

7/20(火)

Review Assignments
● 第一課 内容質問
● Post your summary for the 日本の学生との会話 on

7/19(月) to Discussion (次の日に話せるように準備)
● Reply to your classmates' comments (Read

Instruction #3)
-------------------
No Quiz
-------------------

● 第二課の本文の前半 (ぜんはん, first half) (p.42-44 30
行目まで)

● 本文の内容が説明できるようにしておく

飛躍: 第二課
1. 前日の日本と学生との会話報告 (ほうこく, report)
2. 読解 前半 (p.44の30行目まで)
3. 第一課 文法まとめ

7/21(水)

Review Assignments
● 第一課 文法の宿題
● Read your classmates' responses (Read Instruction

#4)
-------------------
Quiz:第二課 漢字 p.49 読み
-------------------

● 第二課の文法II-IV pp.53-54
● 第二課の文法II-IVのビデオ

飛躍: 第二課
1. 文法II-IV
2. & 3. げんき2まとめテスト (L17-L22 のレッスンテストのまと
め+L23)



7/22(木)

Review Assignments
● 第一課 漢字練習シート　＊5回以上(more than)書く

-------------------
Quiz:

● 第二課 単語 pp.47-48
● 第一課 漢字 p.25 書き

-------------------
● 第二課の文法V-VIII pp.54-56
● 第二課の文法V-VIIIのビデオ
● 第二課の本文の後半 (p.44)
● 本文の内容が説明できるようにしておく

飛躍: 第二課
1. 文法 V-VIII
2. 読解 後半 (p.44) コメント
3. 第二課 文法まとめ

7/23(金) NO CLASS

Week 6
Preparation for the Day In-Class Activities

7/26(月)

Review Assignments
● 第二課 聞きましょう
● 第二課 内容質問
● 第二課 漢字練習シート　＊5回以上書く
● Complete your draft outline and script for the digital

storytelling project (Due: 8:30AM on Monday, July 26)
-------------------
Quiz :第二課 漢字p.49 書き
-------------------

● 第四課の文法I-IV pp. 111-112
● 第四課の文法I-IVのビデオ
● 会話2「許可を求める(きょかをもとめる, asking permission)の
準備：PDFファイル (02permission.pdf) の

○ 《状況》(じょうきょう, situations) の質問の答えを考え
る

○ 1を聞いて書く(02permission_audio.mp3)
○ 2の状況の会話を考えておく

● 日本の学生との会話の準備 ("Preparation")

飛躍: 第四課
1. 第四課 文法I-IV
2. 会話2「許可を求める(きょかをもとめる, asking

permission)」
3. 日本の学生との会話：敬語 ("In Class #1-4)



7/27(火)

Review Assignments
● 日本の学生との会話をまとめ、次の日に報告(ほうこく, report)
できるようにしておく

-------------------
No Quiz
-------------------

● 第四課の本文の前半(p.99)
● 本文の内容が説明できるようにしておく
● 敬語について、自分の意見が言えるようにしておく（まず、日本
の学生にした質問の答えを考えてみるといいかもしれません）

飛躍: 第二課＆第四課
1. 第四課 読解前半 (p.99)
2. 話し合い (日本の学生との会話を報告、クラスで話し合い)
3. レッスンテスト 復習課、第一課、第二課

7/28(水)

Review Assignments
● 第二課 文法の宿題

-------------------
Quiz:

● 第四課 単語 前半 pp.105-106
● 第四課 漢字 p.110 読み

-------------------
● 第四課の文法V-IX pp. 112-114
● 第四課の文法V-IXのビデオ
● 第四課の本文の後半 (pp.100-103)
● 本文の内容が説明できるようにしておく
● 日本の学生との会話の準備 ("Preparation")

飛躍: 第四課
1. 文法V-VIII; 擬音語擬態語
2. 読解 後半 (pp.100-103)
3. 日本の学生との会話：昔話 ("In Class #1-4")

7/29(木)

Review Assignments
● 第四課 内容質問
● 第四課 漢字練習シート　＊5回以上(more than)書く

-------------------
Quiz:

● 第四課 単語 後半 pp.107-108
● 第四課 漢字p.110 書き

-------------------
● 第五課の文法I-IV pp. 136-137
● 第五課の文法I-IVのビデオ
● 第四課「読みましょう」 (p.119)
● p.120の質問に答える

飛躍: 第四課＆第五課
1. 第四課 話しましょう p.119 読み物 & p.120ディスカッショ
ン

2. 第五課 文法I-IV
3. 第四課 文法まとめ



7/30(金)

Review Assignments
● 第四課 聞きましょう
● 作文（敬語 OR 昔話）

-------------------
No Quiz
-------------------

● 第五課の本文の前半(p.128の 1行目から 20行目まで)
● 会話3「誘う&断る (さそう & ことわる, invite & decline)」の準
備：PDFファイル (03invite_decline.pdf) の

○ 《状況》(じょうきょう, situations) の質問の答えを考え
る

○ 1を聞いて書く(03invite_decline_audio.mp3)
○ 2と4の状況の会話を考えておく

飛躍: 第五課
1. 読解 前半 (p.128の1行目から20行目まで)
2. 会話3「誘う&断る」
3. 粘土細工 (elective)

Week 7
Preparation for the Day In-Class Activities

8/2(月)

Review Assignments
● 第四課 文法の宿題
● Start revising your outline and script for the digital

storytelling project (Due: 8:30AM on Thursday, August 5)
-------------------
Quiz:

● 第五課 単語 pp.133-134
● 第五課 漢字 p.135 読み

-------------------
● 第五課の文法V-VII pp. 138-139
● 第五課の文法V-VIIのビデオ
● 第五課の本文の後半(p.130の21行目から最後まで)
● 本文の内容が説明できるようにしておく
● 日本の学生との会話の準備 ("Preparation")

飛躍: 第五課
1. 読解 後半 (p.130の21行目から最後まで)
2. 文法V-VII
3. 日本の学生との会話：言葉と文化 ("In Class #1-4")



8/3(火)

Review Assignments
● 第五課 内容質問
● 日本の学生との会話をまとめ、次の日に報告(ほうこく, report)
できるようにしておく

● 第五課 漢字練習シート　＊5回以上書く
-------------------
Quiz:第五課 漢字 p.135 書き
-------------------

● 第三課の文法 I-IV pp. 80-83
● 第三課の文法 I-IVのビデオ
● 言葉と文化（性別、世代、時代によって違うことなど）について、
自分の意見が言えるようにしておく

飛躍: 第三課
1. 話し合い (日本の学生との会話を報告、クラスで話し合い)

発表の準備
2. 文法 I-IV
3. 第五課 文法まとめ

8/4(水)

Review Assignments
● 第五課 文法の宿題

-------------------
Quiz:

● 第三課 単語 前半 pp.75-76
● 第三課 漢字 p.79 読み

-------------------
● 第三課の文法V-IX pp. 83-85
● 第三課の文法V-IXのビデオ
● 第三課の本文の前半 (pp .68-70の1行目から 27 行目まで)
● 本文の内容が説明できるようにしておく
● 日本の学生との会話の準備 ("Preparation")

飛躍: 第三課
1. 読解 前半 (p.68-70の1行目から27行目まで)
2. 文法V-IX
3. 日本の学生との会話：気候 ("In Class #1-4")

8/5(木)

Review Assignments
● 第五課 聞きましょう(2ページ) (pp.141-142)
● 第三課 漢字練習シート　＊5回以上(more than)書く
● Complete revising your outline and script for the digital

storytelling project (Due: 8:30AM on Thursday, August 5)
-------------------
Quiz:

● 第三課 単語 後半 pp.77-78
● 第三課 漢字 p.79 書き

-------------------

飛躍: 第三課
1. 会話4「誘う&受ける」
2. 読解 後半 (pp.70-72の28行目から最後まで)
3. 第三課 文法まとめ



● 会話4「誘う&受ける (invite & accept)」の準備：PDFファイル
(04invite_accept.pdf) の

○ 《状況》(じょうきょう, situations) の質問の答えを考え
る

○ 1を聞いて書く(04invite_accept_audio.mp3)
○ 2と4の状況の会話を考えておく

● 第三課の本文の後半 (p.70-72の28 行目から最後まで)
● 本文の内容が説明できるようにしておく

8/6(金)

Review Assignments
● 第三課 文法の宿題
● 第三課 内容質問
● Start making your digital storytelling video s soon as your

revised version is returned (Due: 8:30AM on Wednesday,
August 11)

-------------------
No Quiz
-------------------

● 第六課の文法I-III pp. 166-167
● 第六課の文法I-IIIのビデオ

飛躍: 第三課＆第六課
1. 第三課 話しましょう
2. 第六課 文法I-III
3. 発表の準備

Week 8
Preparation for the Day In-Class Activities

8/9(月)

Review Assignments
● Post your summary for the 日本の学生との会話 on 8/4(水)

to Discussion (Read Instruction #1)
-------------------
Quiz:

● 第六課 単語 前半 1-15
● 第六課 漢字 p.165 読み

-------------------
● 第六課の文法IV-VI pp. 167-169
● 第六課の文法IV-VI のビデオ
● 第六課の本文の前半(p.154の25 行目まで)
● 本文の内容が説明できるようにしておく

飛躍: 第六課
1. 読解 前半 (p.154の25 行目まで)
2. 文法IV-VI
3. レッスンテスト第四課、第五課



8/10(火)

Review Assignments
● 第六課 内容質問

-------------------
Quiz:第六課 単語 後半 16-30
-------------------

● 第六課の文法VII, VIII pp. 169-170
● 第六課の文法VII, VIII のビデオ
● 第六課の本文の後半 (p.155)と詩 (p.158)
● 本文の内容が説明できるようにしておく

飛躍: 第六課
1. 文法VII, VIII
2. 第六課 本文 後半 (p.155)
3. 第六課 文法まとめ

8/11(水)

Review Assignments
● 第六課 文法の宿題
● Give comments to the 日本の学生との会話 on 8/4(水) to

Discussion (Read Instruction #2)
● 第六課 漢字練習シート　＊5回以上(more than)書く
● Digital Storytelling Video (Due: 8:30AM on Wednesday,

August 11)
-------------------
Quiz:

● 第七課 単語 前半 pp.187-188
● 第六課 漢字p.165 書き

-------------------
● 第七課の文法I-IV pp. 192-193
● 第七課の文法I-IV のビデオ
● 第七課の本文(p.182)
● 本文の内容が説明できるようにしておく

飛躍: 第七課
1. 文法I-IV
2. 読解 前半 (p.182)
3. 飛躍３課レッスンテスト

8/12(木)

Review Assignments
● 第七課 文法の宿題（13日提出で大丈夫です）
● Reply to your classmates' comments (Read Instruction #3)

-------------------
Quiz:

● 第七課 単語 後半 pp.189-190
● 第七課 漢字 p.191 読み

-------------------
● 第七課の文法V-VII pp. 194-195
● 第七課の文法V-VII のビデオ
● 第七課の本文(p.184)
● 本文の内容が説明できるようにしておく

飛躍: 第七課
1. 文法V-VII
2. 読解 後半 (p.184)
3. 第七課 文法まとめ



8/13(金)

Review Assignments
● 第七課 内容質問

-------------------
No Quiz

1. 2. 飛躍　復習　第六課と第七課の模擬(もぎ)レッスンテスト
(practice lesson test in class) 授業で一緒に答えをチェック
して、質問を受け付けます。
3. 第六課 話しましょう

Final Week

Preparation for the Day
In-Class Activities

1. 9:00am-10:00am
2. 10:10am-11:10am
3. 11:20am 12:00pm

8/16(月)

Review Assignments
● Read your classmates' comments (Read Instruction #4)

-------------------
飛躍まとめテストの勉強

飛躍まとめテスト（第一から七課のレッスンテストのまとめ）

8/17(火) 発表の準備 発表
修了式


