
 

 

１．科目名（単位数） 多文化コミュニケーション （2 単位） 

３．科目番号 

GELA1336 

GELA1329 

GELA1136 ２．授業担当教員 箕輪 理美 

４．授業形態 講義、ペアワーク、グループディスカッション、グループ発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
多文化理解入門を受講していることが望ましい 

７．講義概要 

グローバル化が進むにつれ、異なる母語・習慣・価値観をもった人たち同士の多文化コミュニケーションは
日常的になりつつある。本講義は、自分の視野をこのような多文化「共生社会」にむけて広げ、必要とされ

るコミュニケーション能力を修得することを目的とする。具体的には、多文化コミュニケーションを構成す
る「言語」「コミュニケーション」「文化」の３つの基本的概念を理解し、多文化コミュニケーションのしく
みを理解する。次に、様々なコミュニケーション活動や教科書のエクササイズを行い、多文化コミュニケー

ションのスキルを理解し養っていく。最後にグローバル時代における多文化コミュニケーションの役割と多
文化共生の在り方について自分なりの意見を発信する。 

８．学習目標 

1. 多文化コミュニケーションを構成する基本概念とそのしくみについて理解する。 

2. 多文化コミュニケーションのスキルを理解し身につける。 
3. グローバル時代の多文化コミュニケーションの役割と多文化共生の在り方について自分の意見を発信で

きる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

１．事前学習として、毎回指定された教科書の課題(「セルフチェック」と「ステップアップエクササイズ」)

を必ず行ってくる。 

２．毎回の授業の最後に、レスポンスペーパーに感想や疑問、質問を書いて提出してもらう。重要な指摘や
質問に関しては、次の授業の冒頭でフィードバックを行う。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】八代京子その他 著『異文化コミュニケーションワークブック』三修社、2001。 

【参考書】授業時に指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 多文化コミュニケーションを構成する基本概念とそのしくみについて理解できたか。 

2. 多文化コミュニケーションのスキルを理解し身につけることができたか。 

3. グローバル時代の多文化コミュニケーションの役割と多文化共生の在り方について自分の意見を発信で

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・期末テスト・口頭発表試験 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 

１. 授業は事前学習を前提に行うため、必ず事前学習課題は行うこと。 

２. 授業で扱ったすべてのプリントはなくさないよう注意すること。 

３. 携帯電話は電源を切り、かばんの中にしまうこと。 

４. 私語は授業中は決してしないこと。 

５. わからないことはどのようなことでも教員に質問するよう心がけること。 

６. どのようなことでもよいので積極的に意見を述べること。 

13．オフィスアワー 初回の授業内で通知する。 

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 オリエンテーション 
事前学習 

教科書の「はじめに」と目次を読み、教科書

の内容を考えてくる。 

事後学習 シラバスの重要事項をノートにまとめる。 

第２回 自己紹介 1：自由に自分を紹介する 

事前学習 1 分間で自己紹介できるよう準備してくる。 

事後学習 
他の学生の自己紹介内容と気づいた点をノ

ートにまとめる。 

第３回 
第 1 章：異文化コミュニケーションとは 1：新しい常識・

ステレオタイプ・異文化理解への態度(pp.9-21) 

事前学習 
pp.9-21 までの「セルフチェック」と「ステ

ップアップエクササイズ」を完了しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第４回 
第 1 章：異文化コミュニケーションとは 2：文化とコミ

ュニケーション(pp.22-35) 

事前学習 
pp.22-35 までの「セルフチェック」と「ステ

ップアップエクササイズ」を完了しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第５回 
第 6 章：自分を知る：異文化適応力チェック・共感（エ

ンパシー）(pp.123-134) 

事前学習 

pp.123-134 までの「セルフチェック」と「ス

テップアップエクササイズ」を完了してお

く。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第６回 自己紹介 2：お互いの文化を紹介し合う 
事前学習 

今まで学んだことを参考に、1 分間で自分の

文化について紹介できるよう準備してくる。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第７回 
第 2 章：コミュニケーションスタイル：コンテキスト・

自己開示・パラ言語(pp.39-42, 46-57) 

事前学習 

pp.39-42, 46-57 までの「セルフチェック」と

「ステップアップエクササイズ」を完了して

おく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 



 

 

第８回 
第 3 章：言語コミュニケーション 1：ほめ方・叱り方・

謝り方(pp.61-77) 

事前学習 
pp.61-77 までの「セルフチェック」と「ステ

ップアップエクササイズ」を完了しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第９回 第 4 章：非言語コミュニケーション 1 (pp.81-90) 
事前学習 

pp.81-90 までの「セルフチェック」と「ステ

ップアップエクササイズ」を完了しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１０回 第 4 章：非言語コミュニケーション 2 (pp.91-100) 
事前学習 

pp.91-100 までの「セルフチェック」と「ス

テップアップエクササイズ」を完了してお

く。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１１回 第 5 章：価値観(pp.103-113) 
事前学習 

pp.103-113 までの「セルフチェック」と「ス

テップアップエクササイズ」を完了してお

く。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１２回 
第 7 章：異文化コミュニケーションスキル 1 

(pp.137-149) 

事前学習 

pp.137-149 までの「セルフチェック」と「ス

テップアップエクササイズ」を完了してお

く。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１３回 
第 7 章：異文化コミュニケーションスキル 2 

(pp.150-165) 

事前学習 

pp.150-165 までの「セルフチェック」と「ス

テップアップエクササイズ」を完了してお

く。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１４回 グループ発表の準備 
事前学習 

グループ発表について話し合えるよう準備

をしてくる。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１５回 グループ発表 
事前学習 

グループ発表をスムーズにできるよう練習

を行う。 

事後学習 授業から学んだ内容をノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 知覚・認知心理学 （4 単位） 

３．科目番号 
SPMP2115 

PSMP2115 
２．授業担当教員 成本 忠正 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
なし 

７．講義概要 

 認知心理学は“知”の働きを中心にして、人間の心のしくみを、情報処理という枠組みにもとづいて明ら

かにしていこうとする心理学の一分野である。本講義では、特に感覚、知覚、注意、記憶、思考などの領域
を概観する。また、心の働きを科学的に解明しようとする手法や考え方について学習するとともに、上記領
域における最新の知識を習得する。 

８．学習目標 

1.感覚、知覚、注意、記憶、思考等の機序およびその障害について基礎的な知識を習得する。 

2.認知心理学の研究の方法を理解し、説明することができる。 

3.日常生活の身近な問題に、習得した認知心理学的手法を適用することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１ 認知心理学研究の成果が、教育・福祉現場あるいは日常生活にどのような影響を与えているのかをリサ
ーチし、レポートを作成する。 

２ 各テーマの終了後に確認テスト（30分程度）を実施する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
森敏昭・井上毅・松井孝雄『グラフィック認知心理学』サイエンス社、2006。 

【参考書】 
適宜講義内容に応じて授業で紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.感覚、知覚、注意、記憶、思考等の機序およびその障害について基礎的な知識を習得できているか。 

2.認知心理学の研究の方法を理解し、説明することができるか。 

3.日常生活の身近な問題に、習得した認知心理学的手法を適用することができるか。 

○評定の方法 

下記の規準を基に、本学規定に沿って評価を行う。 

平常点(授業態度・授業への参加など) 30％ 

課題(テスト・レポート・発表など)  70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

認知心理学は、心の働きを科学的に解明しようとする学問です。心の働きを調べることは自分自身を知るこ

とでもあり、また未知の世界に対する知的な冒険でもあります。授業を楽しみながら、心の働きに興味をい

だき、積極的に他の関連書を調べる気持ちになってください。知的好奇心旺盛な受講者を期待しています。 

13．オフィスアワー 質問・相談等は随時、授業中あるいは授業前後の休憩時間に受け付ける。 

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 
認知心理学とは 

行動主義心理学から認知心理学の誕生まで 

事前学習 教科書の【認知心理学とは】を読む。 

事後学習 認知心理学の歴史を復習する。 

第２回 
認知心理学とは 

 認知心理学における研究について 

事前学習 教科書の【認知心理学とは】を読む。 

事後学習 認知心理学の研究テーマを理解する。 

第３回 
感覚とは何か 

 感覚（視覚）のメカニズムについて 

事前学習 配布資料【感覚】を読む。 

事後学習 感覚（視覚）のメカニズムを復習する。 

第４回 
知覚とは何か 

 感覚から知覚までのプロセスについて 

事前学習 配布資料【知覚】を読む。 

事後学習 知覚プロセスを理解する。 

第５回 
知覚とは何か 

 パターン認知（鋳型モデル・特徴分析モデル） 

事前学習 配布資料【知覚】を読む。 

事後学習 パターン認知の各モデルを理解する。 

第６回 
知覚特性 

 図と地的知覚・群化の規定要因 

事前学習 配布資料【知覚特性】を読む。 

事後学習 授業で紹介した知覚特性を復習する。 

第７回 
知覚特性 

 立体視・錯視現象 

事前学習 配布資料【知覚特性】を読む。 

事後学習 授業で紹介した知覚特性を復習する。 

第８回 
感覚記憶 

 感覚記憶の保持特性について 

事前学習 教科書【記憶のしくみ】を読む。 

事後学習 感覚記憶の特性を理解する。 

第９回 
二重貯蔵モデル 

 短期貯蔵庫・長期貯蔵庫について 

事前学習 教科書【記憶のしくみ】を読む。 

事後学習 二重貯蔵モデルを正確に理解する。 

第１０回 
長期記憶 

 長期記憶の保持特性について 

事前学習 教科書【記憶のしくみ】を読む。 

事後学習 長期記憶の特性を理解する。 

第１１回 
長期記憶 

 処理水準モデル・記憶方略について 

事前学習 教科書【記憶のしくみ】を読む。 

事後学習 記憶の定着を促す方法について理解する。 

第１２回 
長期記憶 

 忘却曲線・スキーマについて 

事前学習 教科書【情報の検索と忘却】を読む。 

事後学習 
無意味・有意味材料を使う記憶研究の意義に

ついて理解する。 

第１３回 
長期記憶 

 情報検索に及ぼす文脈の影響について 

事前学習 教科書【情報の検索と忘却】を読む。 

事後学習 文脈の効果について復習する。 

第１４回 
概念はどのように構造化されている？ 

 カテゴリ化（プロトタイプ理論）について 

事前学習 教科書【概念と言語】を読む。 

事後学習 カテゴリ化の理論を復習する。 

  



 

 

第１５回 
知識はどのように記憶されているのか？ 

 階層的ネットワーク・活性化拡散について 

事前学習 教科書【知識と表象】を読む。 

事後学習 2 つのネットワークモデルを理解する。 

第１６回 
画像的記憶 

 画像的記憶の保持特性について 

事前学習 教科書【イメージと空間の情報処理】を読む。 

事後学習 画像的記憶の保持・容量を理解する。 

第１７回 前半のまとめ・確認テスト 

事前学習 これまでの授業内容を復習しておく。 

事後学習 
これまでの授業内容を自分なりにまとめ、認

知心理学の重要性を理解する。 

第１８回 
注意 

 焦点的注意について 

事前学習 教科書【認知の制御過程】 

事後学習 焦点的注意について復習する。 

第１９回 
リサーチ発表準備 

 グループワーク 

事前学習 各グループで発表内容について話し合う。 

事後学習 各グループで発表内容について話し合う。 

第２０回 
注意 

 注意の分割について 

事前学習 教科書【認知の制御過程】 

事後学習 注意の分割について復習する。 

第２１回 
リサーチ発表準備 

 グループワーク 

事前学習 各グループで発表内容について話し合う。 

事後学習 各グループで発表内容について話し合う。 

第２２回 
認知症 

 さまざまな認知機能の問題 

事前学習 配布資料【高齢者と認知症】を読む。 

事後学習 認知症による認知機能への影響を理解する。 

第２３回 授業内容のまとめ 

事前学習 認知心理学研究の意義とは何かを考える。 

事後学習 
これまでの授業内容を自分なりにまとめ，認

知心理学の重要性を理解する。 

第２４回 
リサーチ発表準備 

 グループワーク 

事前学習 各グループで発表内容について話し合う。 

事後学習 各グループで発表内容について話し合う。 

第２５回 リサーチ発表・質疑応答 
事前学習 発表グループは発表準備。 

事後学習 発表グループは発表内容を振り返る。 

第２６回 リサーチ発表・質疑応答 
事前学習 発表グループは発表準備。 

事後学習 発表グループは発表内容を振り返る。 

第２７回 リサーチ発表・質疑応答 
事前学習 発表グループは発表準備。 

事後学習 発表グループは発表内容を振り返る。 

第２８回 リサーチ発表・質疑応答 
事前学習 発表グループは発表準備。 

事後学習 発表グループは発表内容を振り返る。 

第２９回 リサーチ発表・質疑応答 
事前学習 発表グループは発表準備。 

事後学習 発表グループは発表内容を振り返る。 

第３０回 リサーチ発表・質疑応答 
事前学習 発表グループは発表準備。 

事後学習 発表グループは発表内容を振り返る。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 中国の文化と言語Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 GECM1314 

２．授業担当教員 張 岩 

４．授業形態 講義、ディスカッション、グループ学習等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「中国の文化と言語Ⅰ」の学習を基礎に、中国の人びとの暮らし、伝統文化、風俗習慣を盛り込んだ教材

を精読する。簡単な日常会話と文型を学び、生きた中国語会話の体験学習を必要に応じ適宜おこなう場合も

ある。例えば、ビデオを用いて、中国の大学生活や庶民の暮らしを紹介するなどはその一例である。これら

のことを通して、日本に身を置くわたしたちの暮らしや考え方と比べてみる。 

８．学習目標 

1.中国語の入門から初級につながる会話を聞き取ることができ、話せることができるようになる。 

2.中国語で書かれた、ある程度まとまった文章を理解できる。 

3.中国語の表現から、中国語話者のものの見方、考え方、価値観を読み取ることができる。 

4.3 を通して中国の文化、社会、歴史的背景について理解を深めることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業中の口頭発表：随時、ディスカッション後（授業に対しての理解を確認する、個人の見解を述べて、皆

で考える）。 

授業中及び授業後のドリル：一課毎（勉強した内容を振り返って、理解を強化する） 

レポート：１～２回（映画などを見て考えよう。命題。800～1200文字） 

小テスト、まとめドリル（採点あり）：学期中、期末（学習内容がどれくらい習得したのかを確かめる） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】陳淑梅・劉光赤著『しゃべっていいとも中国語（中西君と一緒に中国へ行こう）』朝日出版社。 

（履修にあたって、教科書は必ず用意すること） 

【参考書】（任意） 

○中国語辞書 ○瀬戸口 律子著『完全マスター中国語の文法 改訂版』。 

○竹内 実著『北京』文芸春秋社。 

○沈潔 著『地域福祉と福祉ＮＰＯの日中比較研究』日本僑報社。 ○その他、インターネットなど 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準（学習目標） 

1.中国語の入門から初級につながる会話を聞き取ることができ、話せることができたか。 

2.中国語で書かれた、ある程度まとまった文章を理解できたか。 

3.中国語の表現から、中国語話者のものの見方、考え方、価値観を読み取ることができたか。 

4.3を通して中国の文化、社会、歴史的背景について理解を深めることができたか。 

○評定の方法 

事前学習・事後学習の状況も含め、授業への参加度、小テスト、レポート等を総合して評価する。 

1.授業への積極的な参加 総合点の 30% 

2.小テスト       総合点の 40% 

3.課題レポート     総合点の 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

現在の中国では、社会福祉をはじめ、多くの社会問題を抱えており、日本に比べて遅れている部分もある

と思われます。その原因はさまざまだと思いますが、その根底にある中国の歴史、伝統、国家体制、社会の

仕組みなどを理解する必要があると思います。近年、著しい経済発展や社会制度の改善により、日本ととも

に福祉を語る日も近いでしょう。そのときには、習い覚えた中国語でコミュニケーションの糸口を開くこと

ができることを望んでいます。 

13．オフィスアワー 授業時間の前後に設ける 

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 

①「中国の文化と言語Ⅰ」の「まとめドリル」を講評、

「中国の文化と言語Ⅰ」のポイント復習 

②教科書第９課「道をたずねる」 

（動詞“在”、前置詞“从”“往”） 

事前学習 

予習：教科書 pp.44～46（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、本文を訳してみる、

CD を聴いて発音をしてみる） 

事後学習 

復習：復習：教科書第９課の内容（ノート、

教科書：授業でノートにメモした内容や、授

業で勉強した教科書の内容をまとめて、発音

練習をする）教科書 pp.48-49 ドリル 

第２回 

①教科書第９課 

②教科書 pp.48～49 ドリルの答え合わせ 

③教科書第１０課「ショッピングをする」 

（数のいい方、形容詞が述語になる文） 

事前学習 

予習：教科書 pp.50～51（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、CD を聴いて発音

をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第１０課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

  



 

 

第３回 

①教科書第１０課 pp.52～53 

②教科書 pp.54～55 ドリル 

③映画「こころの湯」のその時代背景 

（資料配布） 

事前学習 
教科書 p.52、CD を聴いて発音をしてみる、

第１０課の本文を訳してみよう 

事後学習 

復習：教科書第１０課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

映画「こころの湯」について、資料を読む、

調べる（インターネット、図書館など） 

第４回 映画：「こころの湯」、レポート課題を配布 
事前学習 

映画「こころの湯」とその時代背景（資料を

読む） 

事後学習 映画の内容をノートにまとめる 

第５回 

①教科書第１１課「おしゃべりをする」 

（年月日、曜日のいい方、年齢のいい方） 

②ディスカッション、「こころの湯」 

レポート設題について 

事前学習 

配布した資料やノート、調べた内容を用意 

予習：教科書 pp.56～57（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、CD を聴いて発音

をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第１１課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容をまとめる） 

ディスカッションの内容をノートにまとめ

る、レポートの主旨を決める、レポートを書

く 

第６回 
①教科書第１１課 pp.58～59 

②教科書 pp.60～61 ドリル 

事前学習 
教科書 p.58、CD を聴いて発音をしてみる、

第１１課の本文を訳してみよう 

事後学習 

復習：教科書第１１課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

第７回 

教科書第１２課「料理を注文する」 

（量詞、動詞の重ね型） 

レポート提出 

事前学習 

予習：教科書 pp.62～64（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、本文を訳してみる、

CD を聴いて発音をしてみる）レポートを用

意  

事後学習 

復習：教科書第１２課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容をまとめて、発音練習

をする）教科書 pp.66-67 ドリル 

第８回 

①教科書第１２課 

②教科書 p.66～67 ドリルの答え合わせ 

③教科書第１３課「サッカーのチケットを買う」 

（時刻のいい方、文末の“了”） 

事前学習 

予習：教科書 pp.68～69（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、CD を聴いて発音

をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第１３課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

第９回 

①教科書第１３課 pp.70～71 

②教科書 p.72～73 ドリル 

③ビデオ：中国いろいろ 

事前学習 
教科書 p.70、CD を聴いて発音をしてみる、

第１３課の本文を訳してみよう 

事後学習 

復習：教科書第１３課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

第１０回 
教科書第１４課「マッサージ」 

（時間の長さのいい方、完了を示す“了”） 

事前学習 

予習：教科書 pp.74～76（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、本文を訳してみる、

CD を聴いて発音をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第１４課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容をまとめて、発音練習

をする）教科書 pp.78-79 ドリル 

第１１回 

①教科書第１４課 

②教科書 p.78～79 ドリルの答え合わせ 

③教科書第１５課「インターネットカフェ」 

（前置詞“给”、助動詞“可以”“能”） 

事前学習 

予習：教科書 pp.80～81（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、CD を聴いて発音

をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第１５課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

  



 

 

第１２回 
①教科書第１５課 p.82～83 

②教科書 p.84～85 ドリル 

事前学習 
教科書 p.82、CD を聴いて発音をしてみる、

第１５課の本文を訳してみよう 

事後学習 

復習：教科書第１５課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

第１３回 
教科書第１６課「電話をかける」 

（動詞の進行態、助動詞“会”） 

事前学習 

予習：教科書 pp.86～88（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、本文を訳してみる、

CD を聴いて発音をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第１６課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容をまとめて、発音練習

をする）教科書 p.90-91 ドリル 

第１４回 

①教科書第１６課 

②教科書 p.90～91 ドリルの答え合わせ 

③９～１６課復習練習問題 

事前学習 ノート、教科書、プリントを整理して用意 

事後学習 

復習：教科書第１６課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

総復習：９～１６課の授業でノートにメモし

た内容や、教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる、９～１６課復習

練習問題を覚える 

第１５回 
映像で復習（DVD) 

学習のまとめ（まとめドリル） 

事前学習 ノート、教科書、プリントを整理して用意 

事後学習 
「学習のまとめ」で分からないところをまと

める 

 


