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2017 年  KCJS サマープログラム  
日本語３年生コース	 シラバス  

 

I. 講
こう

師
し

 
山岡	 千弘（やまおか	 ちひろ）	 	   cy2185@columbia.edu 
市川	 佐保子（いちかわ	 さほこ）     si24@cornell.edu 
大山	 めぐみ（おおやま	 めぐみ）	   oyama@associatedkyotoprogram.org 
鈴木	 美咲子（すずき	 みさこ）	 	   msuzuki@cornell.edu 
オフィス	 F203（扶桑館

ふそうかん

） 075-251-4996 
 
 

II. 授業
じゅぎょう

時間 
1時間目：9:00-10:00  ＊課

か

外
がい

活動
かつどう

（Extracurricular activities）は午後にあります。 
2時間目：10:10-11:00 
3時間目：11:10-12:00 

 
 
III. 教室	 	  
	 	 博遠館（はくえんかん）	 H303    H315	 	  

         
 ＊F204, F205a, F205b, F212, F213の教室は午後６時１０分まで勉強のために使えます。 

 

IV. このコースの目標
もくひょう

  

読む：いろいろなテーマの文 章
ぶんしょう

を読んで、正しく読む 力
ちから

と単
たん

語
ご

力
りょく

を身
み

につける。 

聞く：聞いたことを理
り

解
かい

する。よくわからなかった時は、聞き返したり確認
かくにん

したりできるよう

になる。 

書く：段落
だんらく

で(in paragraph)説明したり、自分が言いたいことがわかりやすく書けるようになる。 
話す：言いたいことを、段落でわかりやすく話せるようになる。 

 
 
VI .  教科書、ウェブサイト、便利なツールなど  

	 	 ＊	 教科書：岡まゆみ・筒井通雄・近藤純子・江森祥子・花井善郎・石川智（2009） 
『コンテンツとマルチメディアで学ぶ日本語	 上級へのとびら』くろしお出版． 

	 	 ＊	 ウェブサイト：http://tobiraweb.9640.jp/ 

	 	 ＊	 宿題用ノート 

	 	 ＊	 バインダー（自分で用意してください） 

	 	 ＊	 その他、プリントなど 

	 	 ＊	 オンライン辞書 :  1) Reading Tutor http://language.tiu.ac.jp/index_e.html 
2) Weblio http://ejje.weblio.jp/ 
3) Eijiro http://www.alc.co.jp/ 

Apps: 1) Japanese(Renzo Inc.) 
                  https://itunes.apple.com/gb/app/japanese/id290664053?mt=8 

2) Imiwa?  
                              https://itunes.apple.com/gb/app/imiwa-japanese-dictionary/ 
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                              id288499125?mt=8 

Flashcards:  Anki http://ankisrs.net/ 
 

	 	 ＊	 文法の辞書（扶桑館の地下の DGAにあります） 
	 	 	 	 A Dictionary of Basic Japanese Grammar (The Japan Times) 
            A Dictionary of Intermediate Japanese Grammar (The Japan Times) 
            A Dictionary of Advanced Japanese Grammar (The Japan Time) 
 

V. このコースの約束
やくそく

：しなければならないこと、してはいけないこと 
 
	 	 ＊	 日本語だけルール：扶桑館

ふそうかん

の中では、日本語で話すこと。 
       日本語以外で話していると注意を受けます。３回注意されたら、アカデミックディレクター  
       と面談があります。４回以上注意されたら、成績が1ランク下がります（例：A- →  B+）。  	  

	 	 ＊	 宿題：決められた日と時間（出す日の午前9時）までに出すこと。それより後に出したら「1日遅れ」 
になる。 

	 	 	 	 1日遅れたら10％マイナス。出す日から2日以内は受け付けるが、それ以上は０点になる 
	 	 	 	  Redoとなった場合、決められた日までにやり直して出し、正しく直していれば点数が上がる。 
	 	 	 	 Redoしなかったら、最初の点数が成績になる。 
	 	 	 	 7/18（火）より後は、どんな理由があっても宿題の提出／やり直しは受け付けない。 
	 	 	 	 遅れた場合、チェックはするが、成績にはカウントされない。 
	 	 ＊	 欠席／遅刻：休む時は必ずe-mailか電話（075-251-4996）先生に知らせる。 
	 	 	 	 最終成績（さいしゅうせいせき）は、出席・参加点の一番低い点1つを落として計算（けいさん）す 
	 	 	 	 る。 
	 	 ＊	 5分以上の遅刻は、その時間の出席・参加点から1点減点。 
	 	 ＊	 20分以上遅刻したら、その時間は欠席（3点マイナス）。 
	 	 ＊	 試験：やむをえない理由をのぞき、受けられなかった試験を後で受けることはできない。 
	 	 ＊	 小テスト：どんな理由であっても、決められた日以外に受けることはできない。 
	 	 	 	 ただし、小テストの最終成績（さいしゅうせいせき）は、一番低い点1つを落として計算する。 
	 	 ＊	 クラスでは飲食（いんしょく）はしない。 
 

 

VII. 成績
せいせき

 (Grades) 

内訳
うちわけ

(Breakdown) 

出 席
しゅっせき

、参加
さんか

、準備
じゅんび

   20% 

宿 題
しゅくだい

   20% 
小テスト                     15% 
レッスンテスト            15% 

中 間
ちゅうかん

試
し

験
けん

   10% 

期末
きまつ

試験                     10% 

発 表
はっぴょう

   10% 

         – 94.0 A 
93.9 – 90.0 A- 
89.9 – 87.0 B+ 
86.9 – 83.0 B 
82.9 – 80.0 B- 
79.9 – 77.0 C+ 
76.9 – 73.0 C 
72.9 – 70.0 C- 

69.9  – 67.0     D+  
66.9 –  63.0     D 
62.9 –  60.0     D- 
59.9 -  	 	       F 
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Grading Criter ia（出欠、クラス参加など）  
 

	 	 10： Preparation for assigned materials is thoroughly done including looking up 	 	  
	 	 	 	  vocabulary and kanji. 

   The student is able to actively participate in class activities, and their performance  
	 is smooth.  
   In student’s preparation, unclear areas are identified clearly.     

    The content of the material is understood accurately.   
    Performance clearly reflects the feedback instructors have given previously. 
   
       8： Participation is active, but preparation has not been thoroughly performed   
             including looking up vocabulary and kanji.   

   In the student’s preparation, unclear areas are not identified clearly.     
   The content of the assigned material is not understood thoroughly or accurately.   
   Performance is not smooth in order to communicate without difficulty.  
   Mistakes are repeatedly made in the same areas where instructors have given  
   feedback previously.    

  
      6：  Lack of thorough preparation hinders active participation in class activities.   

   In the student’s preparation, unclear areas are not identified clearly.     
   Half of the vocabulary and kanji are not looked up.   
   The content of the assigned material is only partial or greatly misunderstood.   

  
      5：  Preparation has not been performed, and nor is there participation in class   
             activities.   
    In the student’s preparation, unclear areas are not identified clearly.    
    Most of the vocabulary and kanji are not looked up. 
   
      0：  Absent 
 

 
VIII. 勉強のコツ (Key to Success) 

This course is an intensive course as it covers the content of two-semesters in only eight weeks. 
Therefore, preparation and review outside the classroom is crucial for your success.  

You are expected to spend two to three hours on preparation and one to two hours on homework 
every day. For example, you study 1:00-4:00 at school in the afternoon and 7:00-9:00 at home in 
the evening.  

Tips for effective study: 

1) Balance the time you spend on each task. Do not spend most of your time on studying for 
quizzes and finishing writing assignments. Preparation of the lesson content is equally 
important. Preparation reflects your performance in class, and your performance is graded 
just as other assignments.  

2) Do not be a perfectionist.  This course is very intensive and covers the content of a full 
academic year in eight weeks.  Prioritize your study tasks and use your study time efficiently.   

3) Complete your tasks in several rounds. Repetition helps memorizing. For example, study 
vocab for thirty minutes in the afternoon, then go back and study it again for another thirty 
minutes at night, and again next morning before class.  
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4) Use your mouth and ears to improve your listening and speaking. Your listening and speaking 
abilities are only improved by actively listening and speaking, not by reading and writing.  

5) Make the best use of the unique opportunity to live in Kyoto. Ask your instructors questions 
outside class. Enjoy talking with your conversation partner, who is there just for you.  Talk to 
people on the bus, at shops, etc. Maximize your exposure to Japanese and things Japanese 
while at KCJS.  

 
 

 
 

 


