
	KCJS30	Cクラス　秋学期予定（よてい）

(No.1)	Revised

１時間目（9:30	-	10:30） ２時間目（10:40-	11:30） HWなど

（山岡） （山岡）

9月3日

（月） 他己紹介（たこしょうかい）他 クラスの説明(せつめい）

9月4日

（火） 　　台風のため休講

（山岡） （山岡）

9月5日 日本語アンケートを出す

（水） KIC	第19回（p.58〜59）意味と読み 日本人の食生活

（１）読む前に（１）（２）

関西弁（かんさいべん）入門 HWタスクシートを完成（かんせい）

　し話せるように準備する

（11:35	-	12:00)

CIPオリエンテーション@F214

（山岡） （山岡）

9月6日

（木） KIC第19回（p.58-59）書き 日本人の食生活

（１）読み：l.1〜l.11

日本人の食生活 HW読んで理解する

（1）文法：1〜4

HW文法の説明を読んで理解する （11:35	-	12:00）

多読、会話パートナーオリエンテーシ

ョン@F214

（山岡） （山岡）

9月7日 日本人の食生活

（金） KIC第20回（p.59-61）意味と読み （１）読み：l.12〜l.23

HW読んで理解する

日本人の食生活

（１）文法：5〜8 11:35	-	12:25

HW文法の説明を読んで理解する CIP

HW	CIPで何をするか決めてくる

＊9月6日（木）13：00	：	9月10日（月）の「日本人学生との交流会」サインアップしめきり



	KCJS30	Cクラス　秋学期予定（よてい）

(No.2)

１時間目（9:30	-	10:30） ２時間目（10:40-	11:30） HWなど

（山岡） （山岡）

9月10日 錦市場 日本人の食生活：文法練習

（月） KIC第20回（p.59-61）書き （１）読む前に を出す

HW話せるように準備する

日本人の食生活 （２）文法１〜４

（１）読み：l.24〜終わり HW文法の説明を読んで理解する

HW読んで理解する 12:00	-	14:00

日本人学生との交流会（こうりゅうかい）

11：45	F212に集合　BYOL

（山岡） （西俣）

9月11日 復習（ふくしゅう）文法 日本人の食生活：Q/Aを出

（火） KIC第21回（p.61-p.63）読みと意味 ２課「は」と「が」 す

HW		p.9スタートテストをする

錦市場 　ポイント1,2,3（p.10,11,13）を読ん

（１）読み：l.1〜おわり 　で,問題1,2,3（p.10,12,13）をする

HW読んで理解する （11:40	-	12:00）

交通安全オリエンテーション@F212

（山岡） （西俣）

9月12日 復習文法２課「は」と

（水） KIC第21回（p.61-p.63）書き　 多読（たどく	Extensive	Reading） 「が」：問題4,５

＠F212 （ほかの紙、ノートに書い

ビデオ：食料 て出す）

HWビデオを見てタスクシートをする

　　自分考えが言えるようにする

（山岡） （西俣）

9月13日 CIPログを出す

（木） KIC第22回（p.63-p.64）読みと意味 復習（ふくしゅう）文法

17課　使役（しえきCausative）

日本人らしさ：読む前に HW	p.102スタートテストをする

（１）読む前に 　ポイント1,1−2（p.103,	104）を読

		HW話せるように準備する んで問題1−1,1−2（P.104）,問題1-3

(p.105)をする

（山岡） （山岡）

9月14日 復習文法17課「使役」：

（金） 日本人の食生活：言葉、漢字クイズ CIP： 初の日、あいさつをしよう 問題２（p.106）

HW	「CIPでの会話」	II	を勉強して来 （ほかの紙、ノートに書い

単元（たんげん）テスト 　　る て出す）

（１）日本人の食生活

			文法と内容（ないようcontent）

（２）復習文法「は」と「が」

＊9月10日（月）12:00		ホストファミリーイベント「料理教室」（9月22日土曜日）のサインアップしめきり

＊9月10日（月）会話パートナーのInformation

＊9月14日（金）会話パートナー希望のしめきり



	KCJS30	Cクラス　秋学期予定（よてい）

(No.3)

１時間目（9:30	-	10:30） ２時間目（10:40-	11:30） HWなど

9月17日 　　　　敬老の日（けいろうのひ）

（月） 　

（山岡） （西俣）

9月18日 KIC	第22回（p.63-p.64）書き

（火） 復習（ふくしゅう）文法

「錦市場プロジェクト」説明（せつめ 18課受身（うけみpassive）

い）と準備（じゅんび） HWスタートテスト問題I(p.107)をする

ポイント1,2,3（p.108〜p.111)を読ん

岡山ホストファミリーへのメール で	問題1,2,3(p.108,p,110,p.111）をす

る

（山岡） （西俣）

9月19日

（水） KIC	第23回（p.64-66）読み、意味 ビデオ：リオン

HW	Dropboxの「リオン」を見てタスク

日本人らしさ シートをする

（１）文法(1)(2)(3)(4)

		HW文法の説明を読んで理解する

（山岡） （西俣）

9月20日

（木） KIC	第23回（p.64-66）書き 復習（ふくしゅう）文法 CIPログを出す

18課使役受身（しえきうけみ

日本人らしさ causative	passive)

（１）文法(5)(6) HW	スタートテストII(p.107)をする

		HW文法の説明を読んで理解する ポイント4.5（p112〜113)を読む

（２）読み　はじめ〜l.12 問題４,5,6（p.112〜p.114）をする

（山岡） （山岡）

9月21日 日本人らしさ：文法練習を

（金） KIC	第24回（p.66-68）読み、意味 錦市場フィールドトリップ 出す

＊かならず9月18日（火）に勉強した

日本人らしさ 　プリントを持って来る。

（１）読み　l.13〜l.24「〜てしまう」

　HW読んで理解する

＊9月22日（土）ホストファミリーイベント「料理教室」	10:00	-	12:00	@大阪ガスクッキングスクール京都

　　（9:45に現地集合）



	KCJS30	Cクラス　秋学期予定（よてい）

(No.4)

１時間目（9:30	-	10:30） ２時間目（10:40-	11:30） HWなど

9月24日 					秋分の日（23日）の振替休日

（月）

（山岡） （西俣）

9月25日 錦市場：店のPRの作文を

（火） KIC	第24回（p.66-68）書き 復習（ふくしゅう）文法 出す

16課　授受（giving	&	receiving） （600字〜800字）

日本人らしさ HW	スタートテスト（P.95)をする 写真がある人はメールの

（１）読み　〜l.29「ものも多い」 ポイント１（p.96)、2（p.97）を読ん Attachmentで山岡まで

　HW読んで理解する で問題1（p.96）、問題2（p.99)、 送る

問題3-1(p.100）をする

（山岡） （山岡）

9月26日 復習（ふくしゅう）文法

（水） 日本人らしさ：言葉と漢字のクイズ1 多読（たどく）@F212 p.101問題3−2

「〜らしい」〜「〜を察する」 （ほかの紙に書いて出す）

日本人らしさ

（１）読み　　〜終わり

　HW読んで理解する

（山岡） （西俣）

9月27日 CIPログを出す

（木） KIC	第25回（p.68-70）読み、意味 復習（ふくしゅう）文法

７課　こ・そ・あ 日本人らしさ：Q／Aを出

日本のことわざ　　 HWスタートテスト(p.40)をする す

HWプリントをする ポイント1,2（p.41,13)を読んで、

問題1（p.42),問題2（p.44),問題３

（p.44,45）をする

（山岡） （山岡）

9月28日 ＊11：40〜12：00

（金） 日本人らしさ：言葉と漢字のクイズ2 復習：中間テスト（１）で分からない 岡山旅行の説明@F212

「〜が通じる」〜「周り」 ことがあれば質問する

日本式の個人主義とは〜： CIPで交通費（こうつうひ）必要な人

（１）文法	(1)〜(	4) はCIP	Expense	Reportを必ず出す

HW読んで理解する

＊9月28日（金）11：40〜12：00＠F212	岡山旅行ミーティング

＊10月1日（月）は中間テスト（１）です。

「日本人の食生活」、「錦市場」、「日本人らしさ」、「は」と「が」、使役、受け身、使役受け身、授受

	「リオン」のストーリーを話す（タスクシートの（６））



	KCJS30	Cクラス　秋学期予定（よてい）

(No.5)

１時間目（9:30	-	10:30） ２時間目（10:40-	11:30） HWなど

（山岡）

10月1日

（月） 　　中間試験（１）：９時30分〜9時45分オーラル（「リオン」のストーリーを話す）

　　　　　　　　　　９時45分〜11時30分　筆記（ひっき）

（山岡） （西俣）

10月2日 錦市場作文の書き直しを

（火） KIC	第25回（p.68-70）書き 復習（ふくしゅう）文法 出す

12課他動詞と自動詞（たどうしとじど

日本式の個人主義とは〜： うし）

（１）文法（5）（6） HWスタートテスト(p.68)をする

HW読んで理解する ポイント1,2,3（p.69〜73)を読ん

（２）読み：はじめ〜L.10 で問題1-1,1-2、問題2、問題3をする

HW読んで理解する

（山岡） （西俣）

10月3日 日本式の個人主義とは：

（水） KIC	第26回（p.70-71）読み、意味 復習（ふくしゅう）文法 文法練習を出す

15課条件（じょうけん）

日本式の個人主義とは〜： HWスタートテスト(p.86)をする 復習（ふくしゅう）文法

（１）読み　l.11~l.26 ポイン1,2,3,4(p.87〜p.93)を読んで問p.75問題4

HW読んで理解する 題1-1,	2-2,	3-1,	3-2,	4をする （ほかの紙に書いて出す）

（山岡） （西俣）

10月4日 KIC	第26回（p.70-71）書き 復習（ふくしゅう）文法

（木） 岡山旅行：会話とマナー p.94問題5

日本式の個人主義とは〜： HWプリントを読んでする （ほかの紙に書いて出す）

（１）読み　l.27~終わり

HW読んで理解する 岡山旅行３分間スピーチの説明 CIPログを出す

錦市場：お店の紹介

HW	紹介できるように準備する

10月5日 　　　岡山旅行（10月5日〜7日）

（金） 　　　　＊10月9日（火）の1時間目に「岡山旅行３分間スピーチ」を

　　　　　してもらいます。

＊10月1日（月）茶道（さどう）サインアップのしめきり

＊来週の予定：10月12日（金）単元（たんげん）テスト2			日本式個人主義、こ・そ・あ。他動詞と自動詞、条件



	KCJS30	Cクラス　秋学期予定（よてい）

(No.６)

１時間目（9:30	-	10:30） ２時間目（10:40-	11:30） HWなど

10月８日 　　　体育の日（たいいくのひ）

（月）

（山岡） （西俣）

10月９日

（火） KIC	第27回（p.72-73）読み、意味 復習（ふくしゅう）文法

９課自分か他者か：

岡山旅行３分間スピーチ HW	スタートテストをする。ポイント

1,2,3(P.52,54,55）を読んで問題1−1,

日本式の個人主義：読み〜終わり 1−2,	2,	3,	4をする。

期末発表について

（山岡） （西俣）

10月10日 日本式の個人主義： 日本式の個人主義とは：

（水） 言葉、漢字クイズ1「困る」〜「尊重」多読	@F212 Q/Aを出す

村上春樹について：HW調べてくる

リストランテの夜：

リストランテの夜（村上春樹）: 予習シート１

はじめ〜p.2		l.4

HW　読んで予習シート１をする

（山岡） （西俣）

10月11日 CIPログを出す

（木） KIC	第27回（p.72-73）書き 復習（ふくしゅう）文法

19課敬語 リストランテの夜：

リストランテの夜（村上春樹） HWスタートテストをする。ポイント1, 予習シート2

p.2	l.5〜終わり 2,3,4（P.116,118,120）を読んで問題

HW　読んで予習シート２をする 1−1,	1−2,	1−3,	2−1,	2−2,	4をする。

（5はしなくてもいい）

（山岡） （山岡）

10月12日 復習（ふくしゅう）文法

（金） 日本式の個人主義： CIP：活動（かつどう）の報告（ほう p.122問題6

言葉、漢字クイズ2「容認」〜終わり 　　　こくreport） （ほかの紙に書いて出す）

　　　１.どんなことをしているか

ディスカッションの会話 　　　2.	気がついたことは？

HWプリントを読んでくる 　　　　（Observation）

　　　3.	困ったことは？　etc.

HW話せるように準備する

＊来週の予定：10月15日（月）単元（たんげん）テスト2			日本式個人主義、こ・そ・あ、他動詞と自動詞、条件



	KCJS30	Cクラス　秋学期予定（よてい）

(No.7)

１時間目（9:30	-	10:30） ２時間目（10:40-	11:30）

（山岡） （山岡）

10月15日

（月） KIC	第28回（p.74-76）読み、意味 日本の宗教：読む前に

HW話せるように準備する

単元（たんげん）テスト２

日本式個人主義 日本人の宗教：文法（１）（２）

こ・そ・あ、他動詞と自動詞、条件 HW例文を読めるようにして理解する

（山岡） （西俣）

10月16日 リストランテの夜：

（火） KIC	第28回（p.74-76）書き ビデオ：約束（やくそく） 作文を出す

HW	Dropboxに入っているビデオ

日本の宗教：文法（３）〜（６） 「約束」を見てタスクシートをする 話し合い（１）のリーダ

HW例文を読めるようにして理解する ーは準備シートを出す

（山岡） （西俣）

10月17日 日本人の宗教：文法を出す

（水） KIC	第29回（p.76-77）読み、意味 中級文法（１）：

　接続（せつぞく）の言葉（１）

日本の宗教 HW読んで理解し練習問題をする

（１）読み	l.1~l.12

HW読めるようにして理解する

（山岡） （西俣）

10月18日 CIPログを出す

（木） KIC	第29回（p.76-77）書き 中級文法（２）

　接続（せつぞく）の言葉（２） 中級文法（１）

日本の宗教 HW読んで理解し練習問題をする

（１）読み	l.12~l.26

HW読めるようにして理解する

（山岡） （山岡）

10月19日 中級文法（２）

（金） KIC	第30回（p.77-79）読み、意味 話し合い（１）

＊「デスカッションの会話」で習った

日本の宗教 　ことを使って話し合いをする

（１）読み	l.126~終わり HW話し合いのリーダーは話し合いが

HW読めるようにして理解する うまくいくようにしっかり準備する

＊10月26日（金）に中間試験（２）をします。勉強するテキストは、「日本式の個人主義」「日本の宗教」、

　こ・そ・あ、他動詞・自動詞、条件、自分か他者か、敬語、中級文法（１）

　話す試験は「約束」のストーリーを話すことです。



	KCJS30	Cクラス　秋学期予定（よてい）

(No.８)

１時間目（9:30	-	10:30） ２時間目（10:40-	11:30）

（山岡） （山岡）

######### 日本人の宗教：Q/A

（月） 日本の宗教：言葉、漢字クイズ（１） 日本語のオノマトペ：

「調査」〜「夢中になる」 （１）文法（１）〜（４） ＊クラスの後、Ry309で

HW読んで理解する 「1日3時間授業」について

日本語のオノマトペ：読む前に のアンケート（全員）

（１）読む前に 学生賞（student	award）

HW話せるように準備する の投票（vote）

（山岡） （西俣）

######### 日本語のオノマトペ：

（火） KIC	第30回（p.77-79）書き 中級文法（３）：複文（１） 文法練習

（ふくぶんComplex	Sentences)

日本語のオノマトペ： HW読んで理解し練習問題をする ＊Alumni	Talk

（１）読み　はじめ〜l.15

HW読めるようにして理解する

（山岡） （西俣）

######### 中級文法（3）

（水） 日本の宗教：言葉、漢字クイズ（２） 多読＠F212

「一方で」〜「珍しい」

日本語のオノマトペ：

（１）読み		l.16〜おわり

HW読めるようにして理解する

マンガの中のオノマトペ

（山岡） （西俣）

######### CIPログを出す

（木） いろいろなオノマトペ 中間試験（２）文法復習

＊プリントはクラスでわたします。 こ・そ・あ、他動詞・自動詞、条件、

自分か他社か、敬語、中級文法（１）

中間試験（２）文法復習 HWプリントをしてくる

「日本式の個人主義」「日本の宗教」 ＊何か質問があれば先生に聞く

HWプリントをしてくる

＊何か質問があれば先生に聞く

######### 　　　中間試験（２）：　9時30〜9時45分　オーラルの試験 期末発表：トピックのしめ

（金） 　　　　　　　　　　　　「約束」のストーリー きり

　　　　　　　　　　　　９時45分〜11時30分　筆記試験

　　「日本式の個人主義」「日本の宗教」、こ・そ・あ、他動詞・自動詞、 ＊秋の旅行の説明会

　　　条件、自分か他者か、敬語、中級文法（１） 11:40〜@F212

＊秋休みの次の日（11月5日月曜日）に「秋休み３分間スピーチ」をしてもらいます。準備しておくこと。

＊10月23日（火）11時40分〜12時20分　Alumni	Talk	（希望者だけ）

＊10月26日（金）11時40分KCJS秋の旅行も説明会@F212



	KCJS30	Cクラス　秋学期予定（よてい）

(No.９)

１時間目（9:30	-	10:30） ２時間目（10:40-	11:30）

（山岡） （山岡）

######### 日本語のオノマトペ：Q/A

（月） KIC	第31回（p.79-81）読み、意味 日本人の自然観 を出す

（１）読む前に

秋休み３分間スピーチ HW話せるように準備する。ホスト

HW話せるように準備する ファミリーや日本人の友達にも聞く

＊聞いている人は必ず質問をする

（山岡） （西俣）

#########

（火） KIC	第31回（p.79-81）書き ビデオ：ボッコちゃん 話し合い（２）のリーダー

HW	Dropboxに入っているビデオ ーは準備シートを出す

日本人の自然観 「ボッコちゃん」を見てタスクシート (マキニーさん、ユさん)

（１）文法（１）〜（４） をする

HW読んで理解し練習問題をする

（山岡） （西俣）

#########

（水） KIC	第32回（p.81-83）読み、意味 中級文法（４）：複文（２）

（ふくぶんComplex	Sentences)

日本人の自然観 HW読んで理解し練習問題をする

（１）文法（５）〜（６）

HW読んで理解し練習問題をする

（２）読み　l.1〜l.11

HW読めるようにして理解する

（山岡） （西俣）

######### 日本人の自然観：文法

（木） KIC	第32回（p.81-83）書き 中級文法（５）時間の言葉

HW読んで理解し練習問題をする 中級文法（４）

日本人の自然観

（１）読み		l.12〜l.24

HW読めるようにして理解する

（山岡） （山岡）

######### 中級文法（５）

（金） KIC	第33回（p.83-84）読み、意味 話し合い（２）

＊「デスカッションの会話」で習った

日本人の自然観 　ことを使って話し合いをする

（１）読み		l.25〜終わり HW話し合いのリーダーは話し合いが

HW読めるようにして理解する うまくいくようにしっかり準備する

＊来週の金曜日（11月16日）に日本語のオノマトペ、日本人の自然観、中級文法（２）（３）（４）の単元（たん

　げん）テストをします。



	KCJS30	Cクラス　秋学期予定（よてい）

(No.10)

１時間目（9:30	-	10:30） ２時間目（10:40-	11:30）

（山岡） （山岡）

######### 日本人の自然観：Q/A
（月） KIC	第33回（p.83-84）書き 和紙

（１）文法（１）〜（４）

和紙： HW読んで理解し練習問題をする

（１）読む前に

HW話せるように準備する。ホスト 13:10-14:10

ファミリーや日本人の友達にも聞く 日本人学生との話し合い

（山岡） （西俣）

######### 和紙：文法を出す

（火） 日本人の自然観：漢字、言葉クイズ１ 中級文法（６）：行為（こうい）の

「季節」〜「戦後」 　対象（たいしょう）

HW読んで理解し練習問題をする

和紙

（１）読み		はじめ〜l.16

HW読めるようにして理解する

（山岡） （西俣）

######### 発表：1回目の原稿（げん

（水） KIC	第34回（p.84-86）読み、意味 多読＠F212 こう）とデータを出す

和紙 話し合い（３）のリーダー

（１）l.16〜終わり ーは準備シートを出す

HW読めるようにして理解する

（山岡） （西俣）

######### 和紙：Q/A

（木） 日本人の自然観：漢字、言葉クイズ２ にほんご会話上手：

「周り」〜「海外」 Unit	1	あいさつのあとは？ 中級文法（６）

HW	テキストを読む。知らない言葉

京都の伝統工芸：ビデオ 　　があればしらべる。 CIPログを出す

HW	Dropboxの中のビデオ「伝統工 　「聞こう」（p.33）のdictationを

芸品」を見てスクシートをする 　　する

（山岡） （山岡）

#########

（金） KIC	第34回（p.85-86）書き CIP：活動の報告（ほうこく）

HW	気がついたことなど、話せるよ

単元（たんげん）テスト： 　　うにする

　日本人の自然観、中級文法（２） 11:15	-	11:30

（３）（４） CIPブログのオリエンテーション



	KCJS30	Cクラス　秋学期予定（よてい）

(No.11)

１時間目（9:30	-	10:30） ２時間目（10:40-	11:30）

（山岡） （山岡）

######### KIC	第35回（p.86-88）読み、意味
（月） 話し合い（３）

アメリカ人が感じる日本のびっくりベ ＊「デスカッションの会話」で習った

スト３ 　ことを使って話し合いをする

（１）読む前に　 HW話し合いのリーダーは話し合いが

　HW話せるように準備する うまくいくようにしっかり準備する

（２）本文		l.1〜l.13
HW		Reading	Tutorを使って読む
（山岡） （西俣）

#########

（火） 和紙：言葉、漢字クイズ（１） ビデオ：愛の鍵（あいのかぎ）

　「和紙」〜「様々な」 HW	Dropboxに入っているビデオ

アメリカ人が感じる日本のびっくりベ 「愛の鍵」を見てタスクシートを

スト３ する

（１）本文		l.14〜終わり
HW		Reading	Tutorを使って読む

（山岡） （西俣）

######### KIC	第35回（p.86-88）書き アメリカ人が感じる〜：

（水） 中級文法（７） 質問（１）〜（４）を

アメリカ人が感じる日本の〜〜 時点（じてんpoint	in	time)時間の幅 ほかの紙に書いて出す

（１）読んだ後で （じかんのはばduration	of	time）

HW	KCJSのほかの学生に聞いてくる HW読んで理解し練習問題をする

愛用の時計（１）
HW	読んで予習シート(1)〜(7)をする

（山岡） （西俣）

######### CIPログを出す

（木） 和紙：言葉、漢字クイズ（２） にほんご会話上手Unit２

　「使用」〜「送る」 新しいものを紹介（しょうかい）した CIPブログをupする

いときは...？

愛用の時計（２） HW	テキストを読む。知らない言葉 中級文法（７）

HW	読んで予習シート(8)〜(10)をする　　があればしらべる。
　「聞こう」（p41〜43）をする

######### 　　　勤労感謝（きんろうかんしゃ）の日

（金）



	KCJS30	Cクラス　秋学期予定（よてい）

(No.12)

１時間目（9:30	-	10:30） ２時間目（10:40-	11:30）

（山岡） （山岡）

######### KIC	第36回（p.88-90）読み、意味 メロン：予習シート1−1

（月） CIP： 後の日
小説：メロン 　「CIPでの会話」を持ってくる
（１）読む前に

HW話せるように準備する

（２）[I]のはじめ〜l.19

HW読んで予習シート1-1をする

＊予習シートはクラスの後で出す

（山岡） （西俣）

######### メロン：予習シート1−2
（火） KIC	第36回（p.88-90）書き にほんご会話上手Unit３

体験をおもしろく話すには。。？

小説：メロン HW	テキストを読む。知らない言葉

（１）[I]のl.20〜[I]の終わり 　　があればしらべる。

HW読んで予習シート1-2をする 　「聞こう」（p51,52）をする
＊予習シートはクラスの後で出す

（山岡） （西俣）

######### 発表：２回目の原稿（げん

（水） KIC	第37回（p.90-92）読み、意味 多読＠F212 こう）とデータを出す

小説：メロン メロン：予習シート２
（１）メロン[II]

HW読んで予習シート２をする

＊予習シートはクラスの後で出す

（山岡） （西俣）

######### CIPブログのコメントを書

（木） KIC	第37回（p.90-92）書き 中級文法（１）〜（７）：まとめ く

HW	プリントをする CIP交通費：deadline

小説：メロン CIP援助：deadline
（１）メロン[III]

HW読んで予習シート3をする メロン：予習シート３

＊予習シートはクラスの後で出す CIPログを出す

######### 							KCJS秋の旅行

（金）

＊来週の水曜日（12/5）の9：30〜10：30に期末試験のオーラルをします。今回は「にほんご会話上手」のUnit１,
　２,３です。くわしいことは木曜日（11/29）に言います。



	KCJS30	Cクラス　秋学期予定（よてい）

(No.13)

１時間目（9:30	-	10:30） ２時間目（10:40-	11:30）

（山岡） （山岡）

メロン：予習シート４

######### KIC	第38回（p.92-93）読み、意味 発表の練習：

（月） 　　一人20分ぐらいで練習します。

小説：メロン 　　＊ビジュアルエイドも準備して

（１）メロン[IV] 　　　くる

HW読んで予習シート4をする 10:40,11:00,11:20,11:40,12:00

＊予習シートはクラスの後で出す

（山岡） （山岡）

#########

（火） KIC	第38回（p.92-93）書き 発表の練習：

　　一人20分ぐらいで練習します。

小説：メロン 　　＊ビジュアルエイドも準備して

（１）読んだ後で 　　　くる

HWタスクシートをする 10:40,11:00,11:20,11:40,12:00

（山岡） （山岡）

######### 15時までに発表のパワー

（水） 　期末テスト：オーラル CIP：お礼状（おれいじょう） ポイントをメールで送る

　にほんご会話上手Unit１〜３ 　「CIPでの会話」を持ってくる (final	version)

（山岡）

######### CIPログを出す

（木） 　クラス発表：9：30〜11：30

######### 　Exit	Test:秋学期だけの学生は受けてください。９：30〜 CIPブログのコメントへの

（金） 　　　（アガスティンさん、マッキニーさん、ユさん） 返事を書く

######### 　期末テスト：筆記（ひっきwritten）：9：30〜11：30
（月）

######### 　修了式（しゅうりょうしき）

（木）

12月6日（木）Course	Evaluationのメールが行くので、12月9日（日）の夜までにOn-line	Evaluationをする

12月7日（金）秋学期だけの学生：保険証（ほけんしょう）を持ってくる。
12月12日（水）秋学期だけの学生：同志社ID、生協（せいきょう）カードを16時までにオフィースに持っていく


