
 

 

１．科目名（単位数） 日本語学Ⅱ（語彙・意味） （2 単位） 

３．科目番号 EJJP2122 
２．授業担当教員 山口 雅代 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 
日本語を教えるには、語彙の意味や用法を知っておくことが基本となる。本講座では、「日本語の語彙・意味」

に関する一般的な概論を行い、日本語教育における専門用語について学ぶ。 

８．学習目標 

１）語種、語の構成や語の体系など基本的な知識を習得する。 

２）語彙・意味に関する専門用語を理解する。 

３）語彙・意味と社会の関係について考える。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回、ワークシートを配布するので、授業後に提出する。 

レポートは、授業時に提出日を告知するので、期日までに提出する。 

レポートテーマ： 

 ・語彙の体系について 

 ・語種について 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】高見沢孟監修『新・はじめての日本語教育 1』アスク、2016。 

【参考書】沖森卓也他著『図解日本の語彙』三省堂、2011。 

沖森卓也編『語と語彙』朝倉書店、2012。 など 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．語種、語の構成や語の体系を理解し、説明できるか。 

２．語彙・意味に関する専門用語を理解できたか。 

○評定の方法 

授業への出席・授業態度、課題・発表、期末試験等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・授業態度       総合点の３０％ 

２ 課題・発表             総合点の３０％ 

３ 期末試験              総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 
今まで意識していなかった日本語の語彙について、どのような特徴や意味があるのか学んでいくこと。 

13．オフィスアワー 初回授業時にプリントにて知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

第５章 語彙  

１．語彙と語の違い 

事前学習 p.176 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第２回 

２．語種 

 Ⅰ和語 

Ⅱ漢語 

Ⅲ外来語 

事前学習 pp.177～178 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第３回 
２．語種 

 Ⅳ混種語 

事前学習 pp.178～179 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第４回 

３．語構成 

 Ⅰ単純語 

Ⅱ合成語 ①複合語 

 ②畳語 

事前学習 pp.180～181 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第５回 
３．語構成 

 Ⅱ合成語 ③派生語 

事前学習 pp.182 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第６回 

４．語彙の体系 

 Ⅰ体系 

Ⅱ類義語 

事前学習 p.183 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第７回 
４．語彙の体系 

Ⅲ対義語 

事前学習 p.184 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第８回 
５．語を数える 

 Ⅰ理解語彙と使用語彙 

事前学習 p.185 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 



第９回 
５．語を数える 

 Ⅱ基礎語彙と基本語彙と基幹語彙 

事前学習 pp.186～187 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１０回 ６．位相 

事前学習 p.188 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１１回 

第６章 社会言語学 

２．敬語 

 Ⅰ尊敬語 

事前学習 pp.195～197 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１２回 
２．敬語 

 Ⅱ謙譲語 

事前学習 pp.197～198 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１３回 
２．敬語 

 Ⅲ丁寧語 

事前学習 pp.199～200 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１４回 ２．敬語復習 

事前学習 敬語のテクストを読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１５回 
日本語の語種、語の構成・体系、専門用語、語彙・意

味と社会の関係について復習 

事前学習 これまでのワークシートを見直す。 

事後学習 期末試験のため復習を行う。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語学Ⅲ（文法・文体） （2 単位） 

３．科目番号 EJJP2323 
２．授業担当教員 山口 雅代 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

日本語教育で用いられる文法は、国文法とは専門用語が異なる場合がある。本講座では、日本語教育で用い

られる文法の専門用語について学ぶと共に、日本語の誤用について、なぜ日本語学習者が間違えるのか、国

文法では説明できない、日本語教育の文法について学ぶ。 

８．学習目標 

１．日本語文法と国文法の違いについて理解できる。 

２．日本語文法で用いられる専門用語が理解できる。 

３．学習者の文法上の誤用に際し、間違えた理由が説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回、授業時にワークシートを配布するので、授業後に提出する。 

レポートは、提出日を授業時に告知するので、期限内に提出する。 

レポートテーマ： 

・日本語文法の動詞の活用と用語 

・格助詞の使い方 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】高見沢孟監修『新・はじめての日本語教育 1』アスク、2016。 

【参考書】加藤重弘著『日本語文法入門ハンドブック』研究社、2006。 

     野田尚史著『はじめての人の日本語文法』くろしお出版、1991。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本語文法と国文法の違いについて理解できるか。 

２．日本語文法で用いられる専門用語が理解できるか。 

３．学習者の文法上の誤用に際し、なぜ間違えたか説明できるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度・日常の受講態度、レポート、提出課題等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加・日常の受講態度      総合点の３０％ 

２ 期末試験（レポート）             総合点の３０％ 

３ 提出課題（ワークシート、小テスト、）・発表   総合点の４０％ 

なお、本学規定により、3/4 以上の出席が確認できない場合は単位修得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 
日本語文法は、国文法と違った用語が使われているが、なぜ異なっているのか、考えながら受講すること。 

13．オフィスアワー 初回授業時にプリントにて知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

第１章 日本語の文法 

１．日本語文法と国文法 

事前学習 
pp.60～61 を読み、日本語と国語について考

える。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第２回 
２．文型教育：表現文型のリストと提出順序 

３．品詞分類 

事前学習 pp.62～66 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第３回 ４．動詞の活用 
事前学習 

pp.67～73 を読んで、間違いやすい動詞の活

用について考える。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第４回 ５．日本語の文法的特徴 

事前学習 pp.74～77 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第５回 
６．名詞文「～は～です」 

７．主語と主題 

事前学習 pp.78～82 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第６回 ８．「こそあど」詞：指示詞 

事前学習 pp.83～84 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第７回 
９．形容詞 

１０．「～たい」と「ほしい」：希望・欲求の表現 

事前学習 pp.85～92 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 



第８回 
１１．動詞と表現意図 

１２．「いる」と「ある」：存在文と所在文 

事前学習 pp.93～95 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第９回 
１３．自動詞と他動詞 

１４．「～ている」 

事前学習 pp.96～100 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１０回 

１５．可能表現 

１６．使役表現 

１７．受身表現 

事前学習 pp.101～106 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１１回 １８．授受表現 

事前学習 pp.107～110 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１２回 １９．助詞 

事前学習 
pp.111～115 を読んで、苦手な助詞について

考える。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１３回 ２０．「は」と「が」 

事前学習 
pp.116～124 を読んで、「は」と「が」の使

い方について理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１４回 
２１．「を」の用法 

２２．「に」と「で」の用法 

事前学習 
pp.125～130 を読んで、「を」「に」「で」の

使い方について理解する。 

事後学習 ワークシートにまとめる。 

第１５回 文型と専門用語の復習 

事前学習 課題レポートを作成する。 

事後学習 総復習を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語学Ⅳ（文字・表記） （2 単位） 

３．科目番号 EJJP2324 
２．授業担当教員 山口 雅代 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

日本語の文字・表記は日本語学習者にとって最も難しいと言われる。文字・表記を合理的に教えるためには、

日本語の文字・表記に関する知識が不可欠である。本講座では、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字など

日本語の文字の一般的な知識を得ると共に、日本語の表記法についても学ぶ。 

８．学習目標 

１．漢字の構成を理解し説明できるか。 

２．漢字の訓読みや音読みについて理解できたか。 

３．かなの歴史的背景が理解できたか。 

４．ローマ字の表記についての知識が得られたか。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回、ワークシートに記入し、次の授業時に提出する。 

レポートは期日までに提出すること。 

レポートテーマ： 

・日本語の表記の問題 

・日本語の表記法 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】高見沢孟監修『新・はじめての日本語教育 1』アスク、2016。 

【参考書】沖森卓也他著『図解 日本の文字』三省堂、2011。 

高木裕子著『日本語の文字・表記入門』バベルプレス、1996。 など 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．漢字の構成を理解し説明できるか。 

２．かなやローマ字の表記についての知識が得られたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・授業態度                 総合点の３０％ 

２ 期末試験                        総合点の３０％ 

３ 課題（レポート、ワークシート）・小テスト・発表     総合点の４０％ 

なお、本学規定により、3/4 以上の出席が確認できない場合は単位修得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 
日本語の文字・表記には、どのような問題があるのか、考えながら受講すること。 

13．オフィスアワー 初回授業時にプリントにて知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、文字の種類 

事前学習 日本語の文字の特徴について考える。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第２回 

第４章 文字・表記 

１．常用漢字表について 

 Ⅰ字体の問題 

Ⅱ常用漢字表 

事前学習 pp.132～137 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第３回 ２．漢字の筆順 

事前学習 pp.138～139 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第４回 

３．送り仮名のつけ方 

Ⅰルール１ 活用のある語は活用語尾を送る 

Ⅱルール２ 活用語尾以外の部分に他の語を含む

語は、含まれている語の送り仮名の付け方によっ

て送る 

Ⅲルール３ 活用のない語は送り仮名を付けない 

Ⅳルール４ 活用のある語から転じた名詞は、も

との語の送り仮名の付け方によって送る 

事前学習 pp.140～143 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第５回 

３．送り仮名のつけ方 

Ⅴルール５ 副詞・連体詞・接続詞は最後の音節

を送る 

Ⅵルール６ 複合語の送り仮名は、その語を書き

表す漢字の、それぞれの音訓を用いた単独の語の

送り仮名の付け方による 

Ⅶルール７ 名詞は慣用句に従って、送り仮名を

つけない 

まとめ 

事前学習 pp.143～146 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 



第６回 

４．現代仮名遣い 

Ⅰ原則的なきまり 

Ⅱ慣習による特例 

事前学習 pp.147～151 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第７回 

５．外来語の表記 

 Ⅰ外来語表記の仮名と付合の表 

Ⅱ留意事項 

事前学習 pp.151～155 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第８回 

６．ローマ字の表記 

 Ⅰ直音と拗音の表記 

Ⅱ撥音（はねる音）の表記 

Ⅲ促音（つまる音）、長音（引く音）の表記 

Ⅳ分かち書き 

事前学習 pp.156～158 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第９回 
７．くぎり符号、くり返し符号、横書きの書き方など 

  まとめ 

事前学習 pp.159～163 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１０回 

日本語の文字の歴史 

１．表意文字・表音文字 

２． 日本語の文字の誕生 

Ⅰ漢字の伝来 

Ⅱ万葉仮名・平仮名・片仮名 

事前学習 pp.164～167 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１１回 
２．日本語の文字の誕生 

  Ⅲローマ字 

事前学習 pp.167～168 を読んで理解する 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１２回 
３．漢字に関わる知識 

Ⅰ六書 

事前学習 pp.169～171 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１３回 
３．漢字に関わる知識 

 Ⅱ国字 

事前学習 pp.172 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１４回 
３．漢字に関わる知識 

  Ⅲ新字体と旧字体 

事前学習 pp.173～174 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１５回 
送り仮名のつけ方、現代仮名遣い、外来語表記、ロー

マ字等書き方、日本の文字の歴史等の復習 

事前学習 ワークシートを見直す。 

事後学習 期末試験のため、今までの復習を行う。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語学演習Ⅲ（談話） （2 単位） 

３．科目番号 EJJP3326 

２．授業担当教員 村松 喜久子 

４．授業形態 講義、演習、グループ討議等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
日本語学Ⅴ（談話） 

７．講義概要 

日本語学Ⅴで学んだことを踏まえ、日本語教育で文章・談話がどのように用いられているか考える。文章や

談話の構造について接続表現、指示表現、比喩表現などについて学びながら、それらが日本語教育でどのよ

うに扱われているか調べていく。また、会話において接続表現や指示表現、提題表現などがどのように扱わ

れているか理解する。 

８．学習目標 

１．日本語の構造の中で、接続表現、指示表現、提題表現等がどのように扱われているか分析できる。 

２、会話において接続表現や指示表現、提題表現などがどのように扱われ、談話として取り入れられている

か理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

ワークシートや課題は期限内に提出すること。 

課題 会話を考えるプリントを予習として提出し、それぞれのテーマにおける日本語会話の特徴を考える。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】プリントを使用 

【参考書】根本総子・宮谷敦美『聞いて覚える話し方日本語生中継』くろしお出版、2011。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．日本語の構造の中で、接続表現、指示表現、提題表現等がどのように扱われているか分析できたか。 

２．会話において接続表現や指示表現、提題表現などがどのように扱われ、談話として取り入れられている

か理解できたか。 

〇評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ 授業への参加態度・総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト、期末テスト等）総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 

上記の他に、本学の規定に定められている 3/4以上の出席が単位の修得の条件である。 

12．受講生への 

メッセージ 

日本語の会話の特徴を知り、「会話指導」に役立てられるようにするために、自分自身の会話について再考し

ていこう。 

13．オフィスアワー 初回授業時に知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業概要、伝言についてのグループワーク 

事前学習 伝言に使用する語彙を考える。 

事後学習 伝言の表現をまとめる。 

第２回 勧誘表現についてのグループワーク 

事前学習 勧誘表現を考え提出する。 

事後学習 勧誘表現について発表原稿を用意する。 

第３回 勧誘表現についての発表 

事前学習 勧誘に対して考えた会話の発表準備をする。 

事後学習 勧誘表現についてまとめ提出する。 

第４回 許可表現についてのグループワーク 

事前学習 許可表現について発表原稿を用意する。 

事後学習 許可に対して考えた会話の発表準備をする。 

第５回 許可表現についての発表 

事前学習 許可表現について会話の発表準備をする。 

事後学習 許可表現についてまとめ提出する。 

第６回 情報を伝える表現についてのグループワーク 

事前学習 情報表現について発表原稿を用意する。 

事後学習 情報に対して考えた会話の発表準備をする。 

第７回 情報を伝える表現についての発表 

事前学習 情報表現について会話の発表準備をする。 

事後学習 情報表現についてまとめ提出する。 

第８回 依頼の表現についてのグループワーク 

事前学習 依頼表現を考え提出する。 

事後学習 依頼表現について発表原稿を用意する。 



第９回 依頼の表現についての発表 

事前学習 依頼に対して考えた会話の発表準備をする。 

事後学習 依頼表現についてまとめ提出する。 

第１０回 文句表現についてのグループワーク 

事前学習 文句表現を考え提出する。 

事後学習 文句表現について発表原稿を用意する。 

第１１回 文句表現についての発表 

事前学習 文句に対して考えた会話の発表準備をする。 

事後学習 文句表現についてまとめ提出する。 

第１２回 提案表現についてのグループワーク 

事前学習 提案表現を考え提出する。 

事後学習 提案表現について発表原稿を用意する。 

第１３回 提案表現についての発表 

事前学習 提案に対して考えた会話の発表準備をする。 

事後学習 提案表現についてまとめ提出する。 

第１４回 感想についてのグループワーク 

事前学習 感想表現を考え提出する。 

事後学習 提案表現について発表原稿を用意する。 

第１５回 感想表現についての発表 

事前学習 発表やディスカッションを振り返る。 

事後学習 発表の評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語学史 （2 単位） 

３．科目番号 EJJP2142 
２．授業担当教員 山口 雅代 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

日本の歴史に沿って、日本語がどのように研究されてきたのか、主に明治以前と以降に分けて学ぶ。また、

日本語学史の発展は日本語教育と密接な関係にある（西洋人の日本語学習から貴重な文献が残されている（ロ

ドリゲス著（1604－08『日本大文典』）など））ことから、日本語教育史についても取り上げる。 

８．学習目標 

１）日本語学史の時代区分が概観できる。 

２）日本語学史の時代区分に沿ってどのような研究が行われたか、理解できる。 

３）日本語学史において西洋の影響について概観できる。 

４）日本語教育史の時代区分がわかる。 

５）日本語学史と日本語教育史はどのような関係にあるのか、理解できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回、授業で習った項目のワークシートを配布するので、次の授業時に提出する。 

課題レポート： 

・日本語学史の時代区分と、それぞれの時代の特徴を書きなさい。 

・明治以前の西洋人による日本語の記述の特徴を３つに分けて論じなさい。 

・日本語教育史の時代区分とその特徴について書きなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】使用せず、適宜プリントを配布する。 

【参考書】真田信治著『よくわかる日本語史』アルク、1999。 

佐伯哲夫・山内洋一郎編『国語概説』和泉書院、1983。 

酒井順一郎「第 1 章 0 からの日本語学習・教育」『やさしい日本語指導 3 日本語教育の歴史と

現状』国際日本語研修協会、2009。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．時代に沿って日本語学史の特徴が理解できたか。 

２．日本語学史と日本語教育史の影響が理解できたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・参加態度      総合点の３０％ 

２ 期末試験（レポート）       総合点の３０％ 

３ 提出課題（ワークシート・発表）  総合点の４０％ 

なお、本学規定により、3/4 以上の出席が確認できない場合は単位修得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

授業には誠実に参加し、お互いの力量と自らの目標を達成するために積極的に研究・討論に取り組むこと。 

・授業中の私語は厳禁とする。 

・質問・意見等は授業中に解決するよう努力すること。 

・授業中の携帯電話・メールや私語、飲食は絶対に慎むこと。 

13．オフィスアワー 初回授業時にプリントにて告知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業概要、日本史、日本語史、日本語学史、日本語教

育史について 

事前学習 
日本史、日本語史、日本語学史、日本語教育

史の違いについて確認しておく。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 

第２回 日本史と日本語史、日本語学史の時代区分について 

事前学習 
日本史の時代区分に沿って何があったか確

認する。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 

第３回 仮名の発生 

事前学習 配布プリントを読み、内容を理解しておく。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 

第４回 定家仮名遣い 

事前学習 配布プリントを読み、内容を理解しておく。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 

第５回 契沖（歴史的仮名遣い） 

事前学習 配布プリントを読み、内容を理解しておく。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 

第６回 日本語学史への西洋の影響について 

事前学習 配布プリントを読み、内容を理解しておく。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 



第７回 明治以後の研究 

事前学習 配布プリントを読み、内容を理解しておく。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 

第８回 日本語学史と日本語教育史の関連性 

事前学習 配布プリントを読み、内容を理解しておく。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 

第９回 
日本語学史の時代区分とその特徴についてのまとめと

復習チェック 

事前学習 配布プリントとワークシートを見直す。 

事後学習 間違ったところを見直す。 

第１０回 日本語教育史：日本語教育史の時代区分 

事前学習 配布プリントを読み、内容を理解しておく。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 

第１１回 19 世紀以前の日本語教育史 

事前学習 配布プリントを読み、内容を理解しておく。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 

第１２回 19 世紀以前の世界の日本語教育 

事前学習 配布プリントを読み、内容を理解しておく。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 

第１３回 漂流民と日本語教育 

事前学習 配布プリントを読み、内容を理解しておく。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 

第１４回 戦前戦後の日本語教育 

事前学習 配布プリントを読み、内容を理解しておく。 

事後学習 間違ったところを見直す。 

第１５回 
日本語教育史の時代区分とその特徴についてのまと

め、日本語史・日本語教育史フィードバック 

事前学習 配布プリントやワークシートを見直す。 

事後学習 提出したレポートについての評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語教育演習 （2 単位） 

３．科目番号 EJJP3355 

２．授業担当教員 村松 喜久子 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

日本語を教えるためには、どのような教科書と指導法がよいかを実際に教案を作りながら考える。 

１ 直接法の授業を実際に体験する。 

２ どのように教案を書くのかを学ぶ。 

３ 授業をしやすい教案とは何かをクラスで考える。 

４ 学習者主体の授業とは何かを確認しながら教案を作成し、模擬授業を行う。 

＊各自の教案をクラスで考え、それぞれの良い点・悪い点を意見交換する。 

８．学習目標 
授業に対する教案の作成ができる。 

模擬授業を体験しながら「日本語指導」における大切なことがわかる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回授業の課題についてレポートおよび教案を提出する。 

例：教案「指示語」を書く。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

プリントを使用する。必ず辞書を持参すること。辞書がない場合は欠席とする。 

【参考書】 

高見沢孟著『新・はじめての日本語教育１・２』アスク出版、2004。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業に対する教案の作成ができるようになったか。 

２．模擬授業を体験しながら「日本語指導」における大切なことがわかるようになったか。 

○評定の方法 

１ 授業への積極的参加・授業態度   ３０％ 

２ 課題・レポート          ３０％ 

４ 期末試験（模擬授業）       ４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

将来日本語教師になるための実践トレーニングとなる授業である。 

みなさんの日本語学習体験をもとに、素晴らしい指導法を一緒に考えていきたい。 

13．オフィスアワー 詳細は初回授業時に説明する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 日本語教育の変遷 

事前学習 初級日本語の授業を振り返る。 

事後学習 レポート「理想の日本語教育」を書く。 

第２回 教科書について考える   

事前学習 自分が学習に使った教科書を振り返る。 

事後学習 レポート「より良い教科書」を書く。 

第３回 学習者主体の授業とは 

事前学習 学生にとって良い授業は何かを考える。 

事後学習 レポート「学習者主体の授業」を書く。 

第４回 直接法の指導について 

事前学習 「直接法」について調べる。 

事後学習 レポート「直接法の指導の良い点」を書く。 

第５回 指示語の指導について 

事前学習 指示語を復習する。 

事後学習 教案「指示語」を書く。 

第６回 テ形の指導について 

事前学習 テ形を復習する。 

事後学習 教案「テ形」を書く。 

第７回 「ある」「いる」の指導について 

事前学習 存在を復習する。 

事後学習 教案「ある・いる」を書く。 

第８回 イ形容詞・ナ形容詞の指導について 

事前学習 形容詞を復習する。 

事後学習 教案「形容詞」を書く。 



第９回 教案作成について 

事前学習 教案の作り方を調べる。 

事後学習 レポート「教案」を書く。 

第１０回 指示語の指導について（模擬授業） 

事前学習 指示語の授業を考える。 

事後学習 内省「指示語」を書く。 

第１１回 テ形の指導について（模擬授業） 

事前学習 「テ形」の授業を考える。 

事後学習 内省「テ形」を書く。 

第１２回 「ある」「いる」の指導について（模擬授業） 

事前学習 存在の授業を考える。 

事後学習 内省「存在」を書く。 

第１３回 イ形容詞・ナ形容詞の指導について（模擬授業） 

事前学習 形容詞の授業を考える。 

事後学習 内省「形容詞」を書く。 

第１４回 模擬授業の発表とコメントの練習 

事前学習 模擬授業教案を書く。 

事後学習 
自分が行った模擬授業に対する内省レポー

トを書く。 

第１５回 総まとめ 日本語教育に関する授業発表 

事前学習 発表授業教案を書く。 

事後学習 発表された授業へのコメントシートを書く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語教育概論 （2 単位） 

３．科目番号 EJJP3151 

２．授業担当教員 山口 雅代 

４．授業形態 講義・演習・討論・発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 日本語教育について考えるコースとして、日本語教育の情勢、教育内容、教授法などをさまざまな面から

概観した上で、日本語教育における教師の役割や仕事について考える。さらに、第二言語として日本語を教

えるという、日本語教育に積極的に関わろうとする多くの学習者の一助にしたい。発表については、各自が

アサイメントでまとめた内容を発表し、それについての討論を実施していく。 

８．学習目標 

１）日本語教育の情勢を理解する。 

２）日本語教育の概観を理解する。 

３）日本語教育における教師の役割を理解する。 

４）日本語教育における教師の仕事を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業時に配布したワークシートは、授業後に提出する。 

課題レポートは、授業時に告知した期日までに提出する。 

課題レポート： 

・日本語教師の役割と条件 

・「コースデザインを考える」（どこで誰に何をどのように教えるのかまとめる） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】高見沢孟監『新・はじめての日本語教育 2』アスク、2016。 

【参考書】遠藤織枝編『日本語教育を学ぶ』三修社、2011。 

国際日本語研修協会『日本語教育と評価』凡人社、2009。 

国際交流基金『日本語教師の役割／コースデザイン』国際交流基金、2006。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本語教育の情勢を理解し、説明できるか。 

２．日本語教育において教師の仕事について理解できたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度や日常の受講態度、課題や発表、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加・受講態度   総合点の３０％ 

２ 課題・発表            総合点の３０％ 

３ 課題レポート           総合点の４０％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位修得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

授業には誠実に参加し、お互いの力量と自らの目標を達成するために積極的に研究・討論に取り組むこと。 

・授業中の私語は厳禁とする。 

・質問・意見等は授業中に解決するよう努力すること。 

・授業中の携帯電話・メールや私語、飲食は絶対に慎むこと。 

13．オフィスアワー 授業中に知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 シラバス確認、日本語教育事情 

事前学習 世界の日本語教育事情について考える。 

事後学習 世界の日本語教育事情について理解する。 

第２回 
第１章 日本語教師の役割 

１．教師は何をするか：日本語教師の役割 

事前学習 pp.8～11 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第３回 １．教師は何をするか：学習者の不安を考える 

事前学習 pp.12～13 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第４回 ２．教師に求められる条件：求められる日本語力 

事前学習 pp.14～16 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第５回 ２．教師に求められる条件：求められる知識 

事前学習 pp.16～19 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第６回 
２．教師に求められる条件：日本語教師に向いている性

格、まとめ 

事前学習 pp.19～20 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 



第７回 

第２章 日本語を教えるということ 

１．どこまで教えるか 

２．何をどう教えるか 

事前学習 pp.22～23 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第８回 Ⅰ．ニーズ調査 

事前学習 pp.23～25 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第９回 Ⅱ．レディネス調査 

事前学習 pp.26～30 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１０回 Ⅲ．シラバス、まとめ 

事前学習 pp.31～36 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１１回 

３．カリキュラム 

４．教材の選択 

まとめ 

事前学習 pp.37～42 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートにまとめる。 

第１２回 レッスンプラン、コースデザインを考えて発表する 

事前学習 
これまでのワークシートを見直し、レッスン

プラン、・コースデザインを考える。 

事後学習 レッスンプラン・コースデザインを見直す。 

第１３回 

第８章 評価と試験 

１．評価の対象 

２．学習者に対する評価 

３．試験の種類 

事前学習 pp.138～141 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１４回 

４．試験の目的別の分類 

５．試験問題の種類 

６．試験の効果 

事前学習 pp.142～148 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１５回 コースデザインについてまとめとフィードバック 

事前学習 コースデザインを作成すること。 

事後学習 コースデザインについて見直す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語教授法Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 EJJP3154 

２．授業担当教員 山口 雅代 

４．授業形態 講義、討論、発表、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「日本語教育概論」「日本語教授法Ⅰ」を履修済みであることが望ましい 

７．講義概要 

日本語教授法Ⅰで培った日本語の基礎知識を踏まえて、日本語教育においてどのような教育方法が望まし

いかを追求していく授業である。さまざまな教授法の長所を生かし、より良い教授法を模索していくことが

重要である。 

日本語教育の現状の分析に基づき、言語教育理論の成果も取り入れて、教授法の理論とその実践方法を学

習していく。また、模擬授業はグループごとに課題を行う。その後フィードバックや討論を行い、各自がレ

ポートにまとめて提出する。 

８．学習目標 

１．日本語教師の役割と、日本語を教えることの目的や意義を理解できる。 

２．初級と中上級の教え方の違いについて理解できる。 

３．中上級の聴解・会話の教え方について理解し指導できる。 

４．中上級の読解の教え方について理解し指導できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業時に配布したワークシートは、授業後に提出する。 

課題は、授業時に告知した期日までに提出する。 

レポート： 

・初級と中上級の違いについて 

・中上級会話を教える工夫について 

・中上級読解を教える工夫について 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】高見沢孟著『新・はじめての日本語教育 2』アスク、2016。 

【参考書】高見沢孟監『新・はじめての日本語教育 1』アスク、2016。 

小林ミナ著『教授法 37』アルク、2010。   など 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教え方についての理論が理解できたか。 

２．教え方について指導実践できたか。 

○評定の方法 

[授業への出席、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・受講態度      総合点の３０％ 

２ 期末試験（レポート）      総合点の３０％ 

３ 課題・発表                 総合点の４０％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

授業には誠実に参加し、お互いの力量と自らの目標を達成するために積極的に研究・討論に取り組むこと。 

・授業中の私語は厳禁とする。 

・質問・意見等は授業中に解決するよう努力すること。 

・授業中の携帯電話・メールや私語、飲食は絶対に慎むこと。 

13．オフィスアワー 授業の中で通知する。（事前に要望があれば、随時設定する。） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

授業概要確認 

第５章 中上級の教え方（１）会話／聴解 

１．中級レベルの教育：初級・中級・上級について 

事前学習 
テキスト p.97 を読み、初級と中級、上級の

違いは何か、考える。 

事後学習 初級、中級、上級の違いについてまとめる。 

第２回 

１．中級レベルの教育 

Ⅰ中級学習者の教育でかんがえるべきこと 

Ⅱ中級レベルの悩み 

事前学習 pp.98～101 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第３回 
２．中上級レベルの会話指導の目標 

３．中上級レベルの会話指導の内容 

事前学習 pp.102～103 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第４回 ４．コミュニケーション能力を育てる指導 

事前学習 pp.104～107 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第５回 ５．テレビドラマの指導 

事前学習 pp.108～111 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第６回 
６．ニュース番組の指導 

７．スピーチの指導 

事前学習 pp.112～114 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 



第７回 
発表のため、会話・聴解教材についてグループで検討す

る。 

事前学習 会話教材を選び、グループで担当を決める。 

事後学習 発表の担当を決める。 

第８回 会話指導のグループ発表 

事前学習 発表について確認する。 

事後学習 意見交換・ディスカッション後まとめる。 

第９回 聴解指導のグループ発表 

事前学習 発表について確認する。 

事後学習 意見交換・ディスカッション後まとめる。 

第１０回 
中上級の読解教材や教え方 

１．読本を使った読解教育 

事前学習 pp.116～117 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１１回 ２．新聞を使った読解教育 

事前学習 pp.118～124 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１２回 中上級の読解指導についてグループで検討する。 

事前学習 読解教材を選び、グループで担当を決める。 

事後学習 発表の担当を決める。 

第１３回 読本を使った読解指導のグループ発表 

事前学習 発表について確認する。 

事後学習 意見交換・ディスカッション後まとめる。 

第１４回 新聞を使った読解指導のグループ発表 

事前学習 発表について確認する。 

事後学習 意見交換・ディスカッション後まとめる。 

第１５回 
中上級の教え方の特徴についてまとめとフィードバッ

ク 

事前学習 レポートを作成する。 

事後学習 
中上級の教え方の特徴についてのまとめを

確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本の文化と言語Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 

GECM1118 

GECM1318 

GECM1718 ２．授業担当教員 山﨑 智子・丹羽 順子 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション等  ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

｢日本の文化と言語Ⅰ」で養った日本語運用能力をさらにレベルアップすることを目指します。日本の文化
や言語について、具体性のあるテーマやトピックを扱いながら、新聞や雑誌など、一般的な読み物に用いら
れる語彙に対する知識や意味的なまとまりごとの要点をとらえる読解力を養成していきます。本講義は、資

料の読解、発表とディスカッション、作文、そして語彙・文法に関する小テスト等で構成されます。 

８．学習目標 

１．一般的な読み物に用いられる語彙力や要点をとらえるための読解力を身につけ、実践することが出来る。 

２．日本の文化・社会に関する具体的な問題を多角的に分析し、論点を明確にする能力を身につけることが
できる。 

３．自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働する力を向上させ、具体的な日本の文化や言語の問題につ
いて、ディスカッションすることが出来る。 

４．日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・言語に関する理解を深める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．日本の文化や言語についての理解度を確認するため、教科書pp．159-166の内容確認問題を行う。 

２．日本の文化や言語について、自分の立場から説明できるようになるために、授業内容に指示したTaskを
実施する。 

３．各回のTaskで取り組んだテーマのなかから一つを選び、期末レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 
佐々木瑞枝『クローズアップ日本事情 日本語で学ぶ社会と文化』ジャパンタイムズ、2017 年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．一般的な読み物に用いられる語彙力や要点をとらえるための読解力を身につけ、実践することができた

か。 

２．日本の文化・言語に関する具体的な問題を多角的に分析し、論点を明確にする能力を身につけることが

できたか。 

３．自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働する力を向上させ、具体的な日本の文化や言語の問題につ

いて、ディスカッションすることができたか。 

４．日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・言語に関する理解を深めることができたか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

１．授業への参加態度 総合点の３０％ 

２．試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の３０％ 

３． 提出課題（レポート等） 総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業を通して、様々な日本の文化や言語に目を向けるきっかけを提供したい。アサイメント及びレポー

トについては、受講生の関心や状況に応じて、扱うテーマや分量などの調整を行う場合があるが、授業担当

教員の指示に従って取り組んでほしい。 

なお、受講に際して、特に以下の点には注意すること。 

１．欠席、遅刻、早退など（不必要な退出も含む）せず、積極的に参加すること。 

２．提出物、宿題は必ず提出すること。 

３．授業での配布物はなくさないこと。 

４．教科書は毎回必ず持参すること。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をすること。 

６．授業に関係のない私語はしないこと。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業概要の説明 

事前学習 
日本の文化と言語Ⅰで学習した範囲につい

て、紹介できるようにしておく。 

事後学習 この授業での目標を文章にまとめてみる。 

第２回 

Unit６ 知っておきたい日本の歴史 

Task B あなたの国の歴史と日本（旧石器時代から安土

桃山時代まで） 

事前学習 
教科書 pp.68-69 の年表をみて、興味を持っ

た時代について調べておく。 

事後学習 教科書 p.67 Task B に取り組んでおく。 

第３回 

Unit６ 知っておきたい日本の歴史 

Task E あなたの国の歴史と日本（江戸時代から現代ま

で） 

事前学習 
教科書 pp.72-73 の年表をみて、興味を持っ

た時代について調べておく。 

事後学習 教科書 p.71 Task E に取り組んでおく。 

第４回 
Unit６ 知っておきたい日本の歴史 

あなたの国と日本の歴史について紹介する 

事前学習 

Task B・Task E を踏まえ、あなたの国の歴

史についてテーマを決めて紹介できるよう

にしておく。 

事後学習 
あなたの国と日本の歴史の共通点や相違点

について整理してみる。 



第５回 
Unit６ 知っておきたい日本の歴史 

Task C １８世紀後半の世界について 

事前学習 教科書 p.70 の Task C に取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 p.70 を踏まえ、１８世紀後半の世界

と日本について整理してみる。 

第６回 
Unit６ 知っておきたい日本の歴史 

Task D 寺子屋について 

事前学習 教科書 p.70 の Task D に取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 p.70 を踏まえ、寺子屋の特徴をまと

めてみる。 

第７回 
Unit６ 知っておきたい日本の歴史 

Task F 日本の世界文化遺産について 

事前学習 教科書 p.75 の Task F に取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 p.75 を読み返し、世界遺産について

説明できるようにしておく。 

第８回 Unit６ 知っておきたい日本の歴史 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.53-76 を読み直し、p.159 の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.53-76 で身につけた語彙をまとめ

てみる。 

第９回 Unit7 伝統文化体験 Task A 短歌・川柳・俳句 

事前学習 
教科書 p.78 を読み、和歌・俳句・川柳につ

いて説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.79 の Task A に取り組んでおく。 

第１０回 
Unit7 伝統文化体験 Task C 舞台見学のプラン作

成 

事前学習 
教科書 pp.80-82 を読み、歌舞伎や能楽につ

いて、説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.82 の Task C に取り組んでおく。 

第１１回 
Unit7 伝統文化体験 Task E 伝統文化の体験プラン

の作成 

事前学習 教科書 p.84 の Task E に取り組んでおく。 

事後学習 授業内で発表した体験プランを清書する。 

第１２回 Unit7 伝統文化体験 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.77-87 を読み直し、p.160 の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.77-87 で身につけた語彙をまとめ

ておく。 

第１３回 
Unit8 現代文化とポップカルチャー Task A・B あ

なたの国と日本のモバイル機器利用の状況について 

事前学習 
教科書 p.91 の Task A・Task B に取り組んで

おく。 

事後学習 

教科書 pp.90-91 を踏まえ、あなたの国と日

本のモバイル機器利用の状況の違いについ

て整理してみる。 

第１４回 
Unit8 現代文化とポップカルチャー Task D あなた

の好きな日本や自国の音楽について発表する 

事前学習 教科書 p.93 の Task D に取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 pp.92-93 を踏まえ、日本のポップカ

ルチャーの特徴を整理してみる。 

第１５回 Unit8 現代文化とポップカルチャー 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.89-95 を読み直し、p.161 の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.89-95 で身につけた語彙をまとめ

ておく。 

第１６回 Unit9 スポーツの楽しみ方 １相撲 

事前学習 
教科書 pp.98-99 を読み、相撲について説明

できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.98 Task A に取り組んでおく。 

第１７回 
Unit9 スポーツの楽しみ方 ３世界で活躍する日本人

選手、日本で活躍する外国人選手 

事前学習 

教科書 p.101 を読み、世界で活躍する日本人

選手、日本で活躍する外国人選手について説

明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.101 の Task D に取り組んでおく。 

第１８回 Unit9 スポーツの楽しみ方 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.97-104 を読み直し、p.162 の内容

確認問題を答えることが出来るようにして

おく。 

事後学習 
教科書 pp.97-104 で身につけた語彙をまとめ

ておく。 

第１９回 
Unit10 前進を続ける科学技術 １ 日本の科学技術

政策 

事前学習 
教科書 p.106 を読み、日本の科学技術政策に

ついて、説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.106 の Task A に取り組んでおく。 



 

 

第２０回 
Unit10 前進を続ける科学技術 ２科学技術が生み出

すイノベーション 

事前学習 
教科書 pp.107-109 を読み、日本の科学技術

の特徴を整理してみる。 

事後学習 教科書 p．109 Task C に取り組んでおく。 

第２１回 Unit10 前進を続ける科学技術 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.105-112 を読み直し、p.163 の内容

確認問題を答えることが出来るようにして

おく。 

事後学習 
教科書 pp. 105-112 で身につけた語彙をまと

めておく。 

第２２回 
Unit11 地球のためにできること １地球温暖化防止

に向けて 

事前学習 
教科書 p.114 を読み、地球温暖化について説

明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.115 の Task A に取り組んでおく。 

第２３回 
Unit11 地球のためにできること ２温室効果ガス削

減への取り組み 

事前学習 
教科書 p.115 を読み、温室効果ガス削減の取

り組みについて説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.116 の Task B に取り組んでおく。 

第２４回 Unit11 地球のためにできること 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.113-120 を読み直し、p.164 の内容

確認問題を答えることが出来るようにして

おく。 

事後学習 
教科書 pp. 113-120 で身につけた語彙をまと

めておく。 

第２５回 
Unit12 教育と子供たち Task A あなたの国の子ど

もの数 

事前学習 教科書 p.122 の Task A に取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 p.122 を踏まえ、日本の子どもの数に

ついて説明できるようにしておく。 

第２６回 
Unit12 教育と子供たち Task B あなたの国の時間

割  

事前学習 教科書 p.124 の Task B に取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 pp.123-125 を踏まえ、日本の学校の

特徴をまとめてみる。 

第２７回 Unit12 教育と子供たち 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.121-128 を読み直し、p.165 の内容

確認問題を答えることが出来るようにして

おく。 

事後学習 
教科書 pp. 121-128 で身につけた語彙をまと

めておく。 

第２８回 Unit13 産業構造と経済 Task D 

事前学習 教科書 p.132 の Task D に取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 pp.130-132 を踏まえ、日本の産業の

特徴をまとめてみる。 

第２９回 Unit13 産業構造と経済 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.130-136 を読み直し、p.166 の内容

確認問題を答えることが出来るようにして

おく。 

事後学習 
教科書 pp. 130-136 で身につけた語彙をまと

めておく。 

第３０回 確認テスト・まとめ 

事前学習 

Unit6 から Unit13 を読み直し、pp.159-166

の内容確認問題を答えることが出来るよう

にしておく。 

事後学習 

この授業を通して理解を深めることが出来

た日本の文化や言語について紹介文を作成

してみる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 日本文化研究 （2 単位） 

３．科目番号 EJJP1181 

２．授業担当教員 山﨑 智子 

４．授業形態 講義、討論、発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

日本文化については、日本の言語、文学、歴史、生活文化、宗教、思想、哲学、芸術スポーツ文化等を中

心とする多彩な分野である。中でも日本を深く理解するために必要な情報や社会生活を知るうえで必要な情

報等、多岐にわたっているので、日本文学または日本文化論に視点を置き、日本文化の一端を考察する。 

この講義では、日本の様々な文学作品または日本内外で注目されている日本文化論に関する作品を紹介す

ることで、その作品の時代背景や歴史、思想、生活文化等について学習者がより日本の文化に興味を持てる

よう留意し授業を展開する。さらに、日本文化の特質とは何かについても、この講義を通して掘り下げてい

けるよう進めていく。 

８．学習目標 

１．日本文学の随筆や評論、小説または日本文化論の作品等を読み、日本文化の特質について考えることが

できる。 

２．日本各文学作品または日本文化論の中に内在している思想や生活文化等を討論・理解し各自の感想・意

見を発表・説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【アサイメント】  

予め参加者全員が、学習課題の事前学習に基づいて準備してから授業に参加する。教師が提示したテーマに

沿ってグループ内で討論を行った後、全員の意見を纏め、発表し、全体ディスカッションを行う。授業中の

活動で書いた発表内容は当日提出する。 

【課題レポート】 

作品内に於ける日本の文化について1,500字以上でレポートを作成し、期日の授業前に提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】テーマ毎にプリントを授業内配布（以下「授業内容」順に提示）： 

・高浜虚子『俳句の作りよう』青空文庫、1952、2009。 

・やすみりえ「『膝ポン川柳』作句のすすめ」第一生命保険株式会社。 

https://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/sp/yasumi/index.html（2020 年 1 月 3 日参照） 

・やくみつる「やく流サラ川入門」第一生命保険株式会社。 

https://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/sp/introduction/index.html（2020 年 1 月 3 日参照） 

・宮木由貴子「第一生命サラリーマン川柳コンクール サラ川で考える『日本の消費』」第一生命保険株式会

社、第一生命経済研究所、2019。 

https://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/common/pdf/sarasen_33th.pdf 

（2020 年 1 月 3 日参照） 

・清水義範『日本の異界 名古屋』ベストセラーズ、2017。 

【参考書】石井一成『ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方』ナツメ社、2011。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本文学の随筆や評論、小説等を読み、それぞれの文章の特徴を理解し、単元ごとの設問のまとめや説

明ができるようになったか。 

２．日本文化に関する文学作品の中に内在している思想や生活文化等を討論・理解し、各自の感想・意見を

発表・説明できるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

上記の他に、本学の規定に定められている 3/4以上の出席が単位の修得の条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

欠席しないこと。積極的に授業に参加することが必要で、毎回発言を求める。授業中の態度、参加度が成績

評価の主な対象となる。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。質問は、授業中に受け付ける。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

授業の概要説明 

俳句 ① 高浜虚子『俳句の作りよう』 

高浜虚子の年譜発表 

概要説明、精読、グループ活動、発表 

事前学習 
配布資料を管理するクリアブックを準備する

こと。高浜虚子の年譜を作成してくる。 

事後学習 
俳句について自分の言葉でノートに纏め、分か

らない箇所がないようにする。 

第２回 
俳句 ② 高浜虚子『俳句の作りよう』 

精読、グループ活動、発表 

事前学習 
自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに纏

め、分からない箇所がないようにする。 

第３回 
俳句 ③ 高浜虚子『俳句の作りよう』 

精読、グループ活動、発表、総評 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を再度読み、分からない言葉を調

べる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに纏

め、分からない箇所がないようにする。 

https://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/sp/yasumi/index.html


 

 

第４回 
俳句 ④ 高浜虚子『俳句の作りよう』 

文献を参考に作句、発表、他者による評価 

事前学習 作句する為、必要な項目を前以て考えてくる。 

事後学習 

自分の作品を振り返るとともに他者の作品も

鑑賞し、俳句の趣や視点を分析してノートに纏

めておく。 

第５回 

川柳 ① やすみりえ「『膝ポン川柳』作句のすすめ」 

日本に於ける川柳受賞作品の紹介 

俳句と川柳の相違、概要説明、精読 

事前学習 配布資料を読み、分からない言葉を調べる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに纏

め、分からない箇所がないようにする。 

第６回 
川柳 ② やくみつる「やく流サラ川入門」 

文献を参考に川柳の作成、発表、他者による評価 

事前学習 
川柳を作成する為、必要な項目を前以て考えて

くる。 

事後学習 

自分の作品を振り返るとともに他者の作品も

鑑賞し、俳句の趣や視点を分析してノートに纏

めておく。 

第７回 

川柳 ③ 宮木由貴子「第一生命サラリーマン川柳コン

クール サラ川で考える『日本の消費』」 

概要説明、精読、川柳の分析、グループ活動、発表 

事前学習 配布資料を読み、分からない言葉を調べる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに纏

め、分からない箇所がないようにする。 

第８回 

川柳 ④ 宮木由貴子「第一生命サラリーマン川柳コン

クール サラ川で考える『日本の消費』」 

精読、川柳の分析、グループ活動、発表 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を再度読み、分からない言葉を調

べる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに纏

め、分からない箇所がないようにする。 

第９回 

川柳 ⑤ 宮木由貴子「第一生命サラリーマン川柳コン

クール サラ川で考える『日本の消費』」 

文献を参考に川柳の作成、発表、他者による評価 

事前学習 
川柳を作成する為、必要な項目を前以て考えて

くる。 

事後学習 

自分の作品を振り返るとともに他者の作品も

鑑賞し、趣や視点を分析してノートに纏めてお

く。 

第１０回 
エッセイ ① 清水義範『日本の異界 名古屋』 

作家について、名古屋に関するグループ活動①、発表 

事前学習 配布資料を読み、分からない言葉を調べる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに纏

め、分からない箇所がないようにする。 

第１１回 
エッセイ ② 清水義範『日本の異界 名古屋』 

名古屋に関するグループ活動②、発表 

事前学習 
自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を再度読む。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに纏

め、分からない箇所がないようにする。 

第１２回 
エッセイ ③ 清水義範『日本の異界 名古屋』 

精読 1、名古屋と他都市に関するグループ活動① 

事前学習 
自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を再度読む。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに纏

め、分からない箇所がないようにする。 

第１３回 
エッセイ ④ 清水義範『日本の異界 名古屋』 

精読 2、名古屋と他都市に関するグループ活動②、発表 

事前学習 配布資料を読み、分からない言葉を調べる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに纏

め、分からない箇所がないようにする。 

第１４回 
エッセイ ⑤ 清水義範『日本の異界 名古屋』 

精読 3、名古屋と他都市に関するグループ活動③ 

事前学習 配布資料を読み、分からない言葉を調べる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに纏

め、分からない箇所がないようにする。 

第１５回 
エッセイ ⑥ 清水義範『日本の異界 名古屋』 

精読 4、名古屋と他都市に関するグループ活動④、発表 

事前学習 配布資料を読み、分からない言葉を調べる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに纏

め、分からない箇所がないようにする。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


