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この授 業
じゅぎょう

の目的
もくてき

:   

このコースは、学びたい日本語を学ぶ自律学習
じりつがくしゅう

を目的としたコースです。従って、自分でプログラムを

設定します。授業では主に一週間の学びを報告する場です。毎授業、ポートフォリオを提 出
ていしゅつ

、発 表
はっぴょう

、

リサーチ報告
ほうこく

をしてもらいます。学期末
がっきまつ

には、日本語の発表会があります。この発表会では、自分の

研究内容
けんきゅうないよう

を発表します。ピア学習の時も 必
かなら

ず日本語を使用
しよう

するようにして下さい。授業は３つのカテ

ゴリーからなります。１「読むと話す」、2「個人研究成果
こじんけんきゅうせいか

発表」、３「日本発見
にほんはっけん

」です。授業は皆さんが主体
しゅたい

ですから、いい授業にしていきましょう。この授業のための予習
よしゅう

と復 習
ふくしゅう

は１０時間以上です。毎日の学

びの成果を発表する場
ば

がこの授業です。 
成績評価：	  50%  教師の評価：クイズ、毎回の発表、個人成果、成果発表 

  50%   Self-assessment:  

  

授業の内容： 

 ピア学習 スピーチ、個人発表 読む CEFR 

１ 詩を読む•書く スピーチ 詩：「妹よ」  

２ 昔話１ スピーチ 浦島太郎、こぶ取りじいさん、むじな、  

３ 昔話２ スピーチ 浦島太郎、こぶ取りじいさん、むじな、  

４ 小説１ スピーチ 概要の発表	 	 	 	 	 	 	 クイズ  

５ 小説２ スピーチ ボッコちゃん、悪魔、日向  

６ 小説３ スピーチ ボッコちゃん、悪魔、日向	 クイズ  

７ 発表 スピーチ ボッコちゃん、悪魔、日向  

８ 発表 スピーチ 中間発表：概要  

９ 発表 成果発表 研究課題について発表  

10 発表 成果報告 研究課題についてピア学習  

11 発表 成果報告 究課題についてピア学習  

12 発表 研究成果 究課題についてピア学習  

13 発表 研究成果 プロジェクトについて  

14 発表 発表 プロジェクト発表  

15 発表 成果 今学期のまとめ（self-assessment）  

研究の種類
しゅるい

： 

①論文
ろんぶん

	 ：文学系、自然科学系（データ） 

②アニメや動画
どうが

のふきかえ（何をどう勉強してきたかも発表） 

③創作発表
そうさくはっぴょう

 

 



日本語プロジェクト    Week ________  Name: 
1.  毎週の成果：一週間の自分の研究のレポート 
2.  ３分間スピーチ 
3.  何ができるようになったか、自分の can-do リストを作成する 
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Can-do list 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 

自己評価 Self assessment:  S A B C F 
1. 自分の研究の成果発表 

l 何を読んでいて何がわかったか 
l どんな研究をしているか 



 
2. Speech Topics 
1. 自己紹介 11. 私の町 
2. 私の趣味 12. 日本人に教えたい私の文化 
3. 日本文化 13. 旅行 
4. 私の国の文化紹介 14. 私の日本体験記 
5. 日本食 15. カルチャーショック 
6. アニメ 16. 見えない文化 
7. 船堀でみつけたおもしろ物 17. 日本のおもしろい物 
8. 日本人の友だち 18. 新しい友人 
9. 日本のポップカルチャー 19. 日本語の勉強を始めた理由 
10. 私の家族 20. ＿＿＿＿＿＿＿＿ 
l スピーチは、少なくても１つの写真や物を見せながら発表する。 
l 上の２０のトピックから１つを選び、スピーチの準備をすること 
 
3. Your can-do list. 
* 一週間を振り返り、何ができるようになったか 
Eg.  	 •ホテルの予約ができるようになった 
       •政治に関する単語が使えるようになった 
	 	 	  •日本人に自分の国を紹介できるようになった 
 
4. 毎週の課題： 
1) 	 ポートフォリオにファイリングしていく 
2)  どんな日本語が使えるようになったか考える（何ができるようになったか）。 
3)  自分の研究成果について、発表すること 
 
5.	 わからない日本語、不思議なことなどクラスメートとシェアすること 
 

 

 

 

 

 

 



中間レポートについて 

提出日
ていしゅつび

：11月２４日（木）：個人面談をしますので今までの Self assessmentを聞かせて下さ

い。林も Assessmentを出します。 

１．	 ポートフォリオの提出 

今までにこの授業で学んだ全てのことをファイルすること 

例）単語リスト、学んだこと 

２．	 中間レポートの提出 

AD 

「ボッコちゃん」、「悪魔」、「七人の犯罪者」、「日向」、の中から３セット選ぶ 

IJ II  

「悪魔」、「七人の犯罪者」、「日向」、「むじな」から２セット選ぶ。 

IJ I 

「ボッコちゃん」、「七人の犯罪者」、「日向」、「むじな」、「こぶとりじいさん」から２セッ

ト選ぶ 

 

1セットの内容： 

１．	 カバーレター 

２．	 単語リスト（役に立つと思う単語２０個以上） 

３．	 概要 

４．	 感想 

３．詩を提出（来週までにドラフトを出す） 

期末プロジェクトについて 

発表会  プロジェクト   １月１９日   場所：  

予定：一人５分〜１０分 

１月１９日：発表会：パワーポイントを使用する。 

１．	 自己紹介とスピーチの中から１つを選ぶ	 （自国紹介や日本の習慣など） 

２．	 プロジェクトの概要：ストーリーを紹介する 

３．	 分析	 シーンの紹介をした後に外国人の目から見た日本文化の分析 

１月１９日：期末アセスメント（Final Assessment） 

１）	 ポトフォリオ：ファイルを完成させる（〜week14まで） 

２）	 セルフアセスメントの提出（１月１９日に配布します） 

３）	 授業評価（成績に関係ありません） 

 

 



日本語発表会 プログラム 
	  

 

発表テーマ： 
	 	 「自国紹介とプロジェクト研究—留学生の目から見える日本文化—」 
 

 

日時：	 １月１９日（木）  ９時半〜１２時００    

場所：  紀尾井町キャンパス	 ３２０１教室  

 

９時半〜 

１	 ヤナ•ヘンドリホヴァー： 	 	 「NHK ニュースから見る日本文化」 

２	 マーテ	 パーイエル： 	 	 「『君の名は』から見える日本文化」 

３	 アリシア	 スドシャウコフスカ：「『不思議の国のアリス』から見える面白いこと」 

４	 アデリナ	 トルバラ： 	 	 「『真鶴』から見える日本文化」 

５	 ズザンナ	 オルシェフスカ：	 「『鋼の錬金術師』から見える面白いところ」 

６	 李カケン：  	 	 「『IQ 84』から見える日本文化」 

７	 アニタ	 バソズイ：	 	 	 	 	 「『SWITHドラゴンフルーシ編』から見た興味深い点」 

８	 アグニシカ	 コニュチナ： 	 	 「神道の神様」 

９	 マルヴィナ	 ポレソバ： 	 	 「小説ソード•アート•オンラインから見える日本文化」 

10	 チョウ：  	 	 「TBA」 

11時 10分〜 

11	 ローベルト	 チョーティ： 	 	 「『リライフ』のマンガから見える日本文化 

12	 ユージン：  	 	 「日本のファッション」 

13	 トミニカ	 イズデビスカ： 	 	 「マンガ『君が死ぬ夏に』から見える日本文化」 

14	 アリズ	 バルタ： 	 	 「『僕だけがいない街』から見える日本文化」 

15	 アガタ	   	 	 「マンガ『NARUTO』から見た面白いところ」 

16	 ガブリエラ	 チェカワ	  	 	 「アオハライドのマンガから見える日本文化」 

 

 

みなさん、是非、いらっしゃって下さい。     

問い合わせ：chayashi@jiu.ac.jp 


