
Page 1 of 3 

 

                                                 

             

 

   UNIVERSITY GRANTS COMMISSION 

      NET BUREAU 

                               

                                  SYLLABUS

 
 

Subject: JAPANESE       Code No. : 45

 

 
Unit I: Language  (Grammatical Aspects) 
 

ユニット  言語 文法  

 Particles and their usage   助詞の用法 

 Adjectives and their inflection   形容詞 その活用 

 Adverbs and their various categories  副詞の使い方 

 Verbs and their conjugation   動詞 その活用 

 Various intermediate and advanced level language patterns 中 級文型 
 

Unit II: Reading comprehension and kanji recognition 
 

ユニット    解文・漢字 

 Understanding the context and contents of a given passage 解文の内容理解 

 Reading of kanji in a given context     漢字の み方 

 Recognising the appropriate kanji in a given context  文脈 合う漢字の認知 
 

Unit III:  Applied Language 
  

ユニット  日本語の応用 

 Idioms and Proverbs     慣用表現・こ わざ 

 Onomatopoeic expressions   擬声語・擬態語 

 Compound words in kanji   四字熟語 

 Synonyms and Antonyms   同意語・反意語 
 

Unit IV:  Japanese Linguistics 
 

ユニット  言語学 

 Characteristics of Japanese Language 日 語の特  

 Phonetics   日本語の音声、音素、最小対語  

 Morphology     形態論：日 語のテ 、ア ペク 、ム 、 ォイ  
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 Syntax    構文、語 、名詞 、格助詞、副助詞  

 Semantics   意味論：述語のい い  

 Parts of speech  品詞の分類 

 Interpersonal expressions  待遇表現 、敬語、使役関係、助動詞 

 Japanese Language Teaching Methods   日 語教授法 

Unit V:  Japanese Literature: Novels  

ユニット  日本文学 小  

 Famous literary works and their contents  日 文学の名作 

 Famous authors and their lives    

         著名作家 その生涯(坪内逍遥、 葉亭四迷、夏目漱石、森鴎外、島崎藤村、 

樋 一葉、志賀直哉、芥川龍之 、川端康成、 島由紀 、宮沢賢治 ) 

 Characters in famous literary works  著名作品 現 場人物 
 

Unit VI:  Japanese Literature: History and Literary Trends  
 

ユニット   日本文学史 

 History of Japanese Literature (Ancient to Contemporary) 日 文学史 代～現代  

 Various genres of Japanese Literature   

  日 文学の ャ ル 日記、随筆、物語、詩、劇、説話  

 Major Trends in Japanese Literature   日 文学の流  

 Foreign influence on Japanese Literature  日 文学 おけ 東洋 西洋の影響 
 

Unit VII:  Culture and Folk-tradition   
 

ユニット   日本の伝統文化 

 Festivals and Annual Events 中行 、 祭日 

 Traditional Arts   伝統芸術：華道、茶道、書道、能、歌舞伎  

 Aesthetic values of the Japanese 

              日 人の美の意識：わび さび、 ののあわ 、幽玄  

 Folk and Cultural Practices 日 の風習 風物:冠婚葬祭、遊び、贈答、風物 習慣  

 Popular Culture       日 の大衆文化 ポ プカルチャ  

 Rituals, beliefs and practices in Japan 日 の民間信仰、縁起物  
 

Unit VIII:  Society and Religion   
 

ユニット  日本の社会・宗教 

 Characteristics of Japanese Society 日 社会の特  

 Japanese work culture   日 のワ クカルチャ  
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 Education in Japan    日 の教育 

 Women in Japan     日 の女性 

 Social problems in present day Japan 現代日 見 社会問題 

 Major Religions and New Religions in Japan 日 の主 宗教 新宗教 
 
 
 

Unit IX:  Japanese Civilization, History and Intellectual trends 
 

ユニット  日本の歴史・文明・思想 

 Mythological origin of Japan  話 日 の起源 

 Historical periods in Japan   日 の歴史的時代区分 

 Historical landmarks and major treaties signed  

歴史 要 出来 、主 条約の取 極  

 Socio-political changes in Bakumatsu and Meiji Japan  

幕 明治日 おけ 政治 社会の変遷 

 Rise of Nationalism in Japan  国粋主義の興隆 

 Pacific War and Occupation period 洋戦争 占領時代 

 Post-war Economic development  戦後日 の経済 展 

 Constitution of Japan (Meiji and Showa) 明治 昭和憲法 

 Philosophical Thought in Japan (Tokugawa to Meiji)  川 明治日 の思想の流  

Unit X:  Current Affairs and General Awareness about Japan  
 

ユニット   日本事情・一般知識 

 Major political and other events  要 出来 ：政治的、その他 

 Current India-Japan relations  日 おけ 印日関係 

 Achievements and recognition of Japan in various fields such as Science, Literature 

Sports etc.        科学 文学 ポ の分 おけ 日 の業績 

 Topography of Japan   日 の国土 

 Administrative divisions of Japan  日 の行政区分：都道府県 
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