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                           は　じ　め　に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大曾美惠子

２００６年度も１０人の学生が、オーストラリア、台湾、韓国で日本語教育の経験を

つむことができました。ご協力くださった、オーストラリアのマードック大学、台湾

の國立屏東商業技術学院、韓国の国民大学校の関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。

日本語教師を目指す者は、実際に教育現場に身を置いてみることにより、その楽しさ、

難しさを体験し、成長していきます。書物や文献からではなく学習者とのコミュニケ

ーションを通じて学ぶことが数多くあるからです。その貴重な機会を与えてくださっ

た各機関の先生方、そして学習者の皆さんに心から感謝の意を表したいと思います。

参加者の中から一人でも多くの学生が将来、日本語教育の現場で活躍してくれること

を祈っています。

本年度からは、報告を冊子にするではなく、ホームページに載せることになりました。

ご一読いただき、コメント等いただければ幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姫路獨協大学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外国語学部日本語学科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒670-8524

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姫路市上大野 7-2-1
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マードック大学

（オーストラリア）

１．はじめに

　姫路獨協大学日本語学科の学生がオーストラリアの大学における日本語教育を体験

するためにマードック大学に短期研修に行くようになったのが、1999年度（2000年3
月）からであった。その後、2003年度に現在の「インターンシップ・プログラム」の
形態に改善したパイロット・プログラムをマードック大学日本研究科に実施していた

だき、その成功をもとに、2004年度から、姫路獨協大学外国語学部の単位認定プログ
ラムである「海外短期語学研修」の一環として実施するようになった。したがって、2006
年度（2007年3月）「インターンシップ・プログラム」は開始から数えて８年目であ
り、姫路獨協大学の単位認定科目となって3年目である（残念ながら、2007年度、2008
年度プログラムはマードック大学のご都合により中止となった）。

　2006年度プログラムは従来のプログラムと多少変わり、5人の参加者は到着早々、
現地小学校のクラスでオーストラリア人の子どもたちに、英語で自己紹介を兼ねた日

本紹介や書道・折り紙の手ほどきをし、子どもたちとディカッションするなど、オー
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ストラリア社会に直接とけ込む経験をさせられた。指導教員としては、ハラハラの連

続だったが、学生たちは見事に日本文化大使の役目を果たし、小学校でのデモンスト

レーションも大好評だった。オーストラリアの子どもたちに強烈な印象を与えたよう

で、中には「日本語が習いたい」と言い出す子もいたそうである。

　プログラム内容は大枠では従来通り、姫路獨協大学キャンパスでの準備授業を経て、

マードック大学で１ヶ月の英語研修・オーストラリア事情授業（LOTE教育を含む）・
マードック大学日本研究科日本語授業見学・日本語授業教案作り指導・日本語教育実

習（マードック大学生対象）があった。その間、マードック大学主催の開講式、歓迎

会、閉講式、修了証書授与、マードック大学・日本クラブ（学生のクラブ）主催のバ

ーベキュー、姫路獨協大学生主催の感謝会兼お好み焼きパーティ等々、盛りだくさん

だった。

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　牟田おりえ

２　概要

参加者：井上雅司（いのうえ　まさし　／日本語学科　４年）

　 周藤未記（しゅうとう　みき　／日本語学科　２年）
　　　　豊島徹也（とよしま　てつや　／日本語学科　３年）

　　　　花尾恵　（はなお　めぐみ　　／日本語学科　３年）

　　　　松永恵里香（まつなが　えりか／日本語学科　２年）

引率者：3月3日~3月18日　　牟田おりえ（日本語学科教授）
行程：

　[行き]　3月3日　　関西国際空港発　　11:00　シンガポール着17:00（現地時間）
　　　　　　　　 　シンガポール発　　19:40　パース着1:40
　[帰り]  3月31日　パース発　　　　　 15:55　シンガポール着21:05

　シンガポール発　　　1:10　巻再国際空港着8:15

研修先：　マードック大学（西オーストラリア州）

　　　　　　　 大学名：Murodoch University
住所：　South Street, Murdoch, Western Australia 6150
コーディネート指導教員：本間直子先生

３．スチューデントビレッジについて

　一言で言うと、部屋も敷地もとても広かったです。はじめは、自分たちの住んでい

るスチューデントビレッジの位置を把握することができなくて、みんな何度か迷った

ことがあるくらい広いです。でも部屋については、生活に必要なものは結構充実して
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いたように思います。普通の学生の人たちとは違って、クーラーがつい ていたので、
これは夏が苦手な私にとってはすごく助かりました。（花尾）

４．生活について

　オーストラリアで1番苦労したのは、生活だと思います。私は3人で生活をしていた
ので、3人で食費を出し合っていた分、ある程度抑えられたように思います。
　でも、物価が高かったので、何を買うにしろ高く、量もその分多く感じられました。

はじめのほうで、1度買いだめをしたときに失敗したことがあって、ほとんどの食材を
腐らせてしまいました。それからは、スーパーは遠いし、徒歩だし、5時に店は閉まっ
て面倒だけど、買出しはこまめに行くようにしていました。でもこ れがかえって気分
転換にもなったし、他の仲間とも仲良くなれるきっかけにもなったのでよかったと思

います。（ 花尾）

５．開講式    

　マードック大学に着いた翌日に 2 つの開講式がありました。1 つは、語学研修の開

講式で、学長、日本語の先生、英語の先生、日本研究会の生徒が出席し一人ずつ英語

で簡単な挨拶をしました。挨拶のあとは、お茶を飲みながら雑談をしました。
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　二つ目は、マードック大学に留学している日本人の開講式・日本に留学するマード

ック大学の生徒の出発式に参加しました。日本からの語学研修ということでこの時に

も短い挨拶をしました。式のあとは、お茶を飲みながらちょっとしたパーティをしま

した。（井上）

６．English for JL Teachers

　4 週間のプログラムの中で、最初の 2 週間に英語の授業がありました。この時間は

これからの英語圏で（英語圏でなくても）日本語を教える際に必要となってくること、

また教師の立場で考えることをゲーム感覚で学んだり、オーストラリアについて音楽

を聴いて理解するということをしました。

　先生が毎回楽しい授業を考えてくださって、英語が好きな人はもちろん、英語が苦

手な人でも、楽しめる授業でした。神経衰弱をしながら単語を覚えたり、教師と生徒、

保護者の役になって会話練習をしたり、屋外に出てすごろくや宝探しをしたりもしま

した。

　毎回違う音楽を聴くこともできました。音楽といっても、国家や昔からオーストラ

リアで歌われているような曲ばかりで、音楽からオーストラリアの歴史を知ろうとい

うような試みもあったのだと思います。みんなで一緒に歌って、その音楽がしばらく

頭から離れないこともしばしばありました。

　楽しみながら英語に親しみ、さまざまなシチュエーションで教師としてどうするべ

きかを考えることができました。先生自身日本語は全くできないのですが、英語がで

きない私たちにとてもわかり易く親切に授業を進めてくださいましたし、日本にも興

味をもってくださいました。本当にあっという間に時間が過ぎる授業でした。（松永）

７．東フリーマントル小学校訪問

　英語の授業の一環で、東フリーマントル小学校を２回訪問した。

１回目は、前もって英語の授業で考えていた自己紹介をしてから、グループごとに

分かれ、生徒たちからの質問に答えた。最初は興味を持ってくれるか、英語が聞き取

れるかなど不安でいっぱいだったが、興味津々で、英語がわからないときは、簡単に

説明してくれてとてもうれしかった。

２回目のときに、プレゼントに折り紙で作った鶴や、「東フリーマントル小学校」と

習字で書いた横断幕を作っていった。教室では、折り紙で、兜の作り方を教えたり、

生徒一人一人に書道セットを用意し、「日本」の書き方を教えた。みんな一生懸命書い

ていて、何度も練習し、書けるようになっていた。横断幕をみんなに見せたとき、と

ても喜んでくれ、拍手が起こったので感動した。２日間だけであったが、本当に貴重

な体験をした。（周藤）
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小学生の返礼

８．森山先生の授業見学

　マードック大学で実際に行われている日本語の授業を見せていただきました。初級

から上級までのクラスを見せていただきましたが、やはり初級のクラスの見学が主で

した。

初級のクラスでは先生はとても楽しく、学生をしっかりとひきつけた授業をしていま

した。また私たちも学生たちの対話練習の相手や例として授業に参加させてもらいま

した。その際は決められた台詞をより自然な言い方で分かりやすく言うという高い演

技力を要求されたので、練習しておいたほうがいいかもしれません。

　先生の授業は OHP を効果的に使ったり、発問の仕方がとても工夫されていたりと

勉強になることばかりでした。実際、私も自分の模擬授業をやるときには先生の真似

をしたので大学の授業での模擬授業よりは良いものができたのではないかと思います。

　上級のクラスでは学生のレベルが非常に高く、国語の授業を見ているようでした。

授業の内容も論文の読解で私たち日本人が読んでも難解な論文でした。さらに授業の

始めではその日の、日本に関するニュースも取り上げ、それらに関してのコメントも

求められました。また、授業に参加することでそのクラスの生徒とも仲良くなること

ができ、最終日の式典にも何人か参加してくれました。また、模擬授業に参加してく

れる学生は初級クラスの学生たちなので仲良くなって協力してもらってもいいかもし
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れません。（豊島）

９．LOTE（Languages Other Than English）

 LOTE の授業は二回しかなかったのですが、とても興味深い授業でした。二人の先生

が一回ずつ担当してくださったのですが、それぞれとても面白い授業でした。トレイ

シー先生の授業ではパソコンのいろいろな機能を使って作った教材やそれを使っての

授業風景などを見せていただきました。中でも面白かったのは日本でもよく知られて

いるクイズ番組のシステムを使って授業で習ったことを出題していくという授業があ

り、生徒たちの受けもよく、楽しそうでした。リンディ先生の授業ではオーストラリ

アの先生たちの授業の風景を見せていただきました。どの先生もとても工夫した授業

で生徒たちに興味を惹かせるための努力をしていました。

　どちらの先生の授業も今後、自分が授業をすることになったときの参考になるもの

でした。（豊島）

10. 教案作成

　みんな初めて外国で日本語学習者に授業をするということで、教案作成の時からと

ても意気込んでいました。しかし、実際には何をどうしたらいいのか分からず、コー

ベニー先生に頼ってしまっていました。

　始めは、使用するテキストをよく見て、頭に入れておくことが大事ということで、

テキストの分析から入りました。そのテキストの特徴をよく知ってから、まずは自分

がやりたい所を決めて、自分なりに教案作りに入りました。何度も何度もコーベニー

先生にアドバイスをもらったり、試行錯誤したりしながら、徐々に自分の授業という

ものを形にしていけたと思います。私は教案作成は決して簡単な作業ではないと思い

ました。学習者の立場に立って、理解しやすく、学習者中心の授業にするのはとても

難しいと思います。

　また、教案だけでなく副教材としての絵パネルやレアリアを準備するのも大変でし

た。学習者に分かりやすいものを選んだり、描いたりして、とても良いものができて

いたと思います。

　みんな一回目の教案作成で少しコツをつかんだようで、二回目の教案作成はちょっ

とスムーズにいけたようでした。何度でもコーベニー先生が話を聞いてくださったり、

アドバイスをいただけたので、最後になればなるほど自信もついてきました。そうし

て、実際に授業もうまくいったので良かったと思います。（松永）

11. マードックの学生との交流

MJS(Murdoch Japanese Society)の学生を中心にたくさんの友達ができた。放課後

や土日に、キングスパーク、フリーマントル、パースのシティ、ダムなどいろいろな
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ところへ連れて行ってもらった。またその学生の家へ呼んでもらって一緒にゲームを

したり、DVD を見たり、私たちが泊まっていた部屋に呼んで、たこ焼きを作って一緒

にパーティーをした。生活の面で困っていることを相談したら、助けてくれた。今で

も仲良くなった友達とメールをしたり、チャットをしたりして連絡を続けている。そ

の何人かが日本に来るので、今度は私がいろいろなところへ連れて行ってあげようと

思う。（周藤）

12.　チューターについて

放課後や授業の間に、授業の復習やわからなかったとこなどを教えました。

主にカフェでコーヒーを飲みながらしました。チューターを通してほとんどの子と友

達になりました。

チューターをしてよかったことは、日本語の勉強になったことです。学生から聞かれ

て解らなかったら自分で調べたり、先生に聞きました。また、チューターを通してマ

ードック大学の生徒と仲良くなりました。（井上）

13. Japanese Dinner Party

　お世話になった先生方や学生を招いて Japanese Dinner Partyをしました。今年は、

たこ焼き、うどんを作りました。たこ焼きを食べるのは初めてという人がほとんどで、

気に入ってもらえました。たこ焼き機」は、マードック大学に留学している人から借

りました。中華系のスーパーに行くと、日本食品が売ってあるので材料はそろいまし

た。が、たこ焼きソースは売っていなかったので、お好みソースを使いました。うど

んは、小麦粉に水をいれまぜて作りました。前日にマードック大学の生徒に試食して

もらいました。

　みんなうどん、たこ焼きを気に入ってくれた様でとても楽しかったです。（井上）

14. 終了式

　帰国前日に終了式がありました。一人ずつ学長から終了証書を受け取りました。今

までお世話になった先生方や生徒がたくさんきてくれました。（井上）
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                                      教  案 (1)

松永　恵里香

日にち：2007年 3月 24日（土）

学習時間：20分

学習対象者：20時間学習済みの学生、実習プログラムに参加したい希望者

使用テキスト：リビングジャパニーズ　第３課

学習目標：程度を示す、とても/ちょっと/あまり/ぜんぜん を使えるようになる。

          例　ケーキはとても好きです。

流れ 学習内容 使用教材 留意点

あいさつ

（２分）

おはようございます。

私は松永恵里香です。

姫路獨協大学の２年生です。

私の専門は日本語教育です。

どうぞよろしくお願いします。

導入

（５分）

Ｔ：ケーキです。ケーキ　ケーキ

野菜です。野菜　野菜

絵パネル

・ ケーキ

・二回ず

つ繰り返

す。
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魚です。　魚　魚

ワインです。ワイン　ワイン

Ｔ：ケーキは好きです。

　　野菜は好きです。

　　魚は好きじゃありません。

　　ワインは好きではありません。嫌いです。

Ｔ：ケーキはとても好きです。→Ｓ

　　野菜はちょっと好きです。→Ｓ

　　魚はあまり好きじゃありません。→Ｓ

　　ワインはちっとも好きじゃありません。→

Ｓ

　　ワインはぜんぜん好きじゃありません。→

Ｓ

　　嫌いです。→Ｓ

Ｔ：Today, we are going to practice how to use “と

ても”“ちょっと””あまり””ちっとも””ぜんぜ

ん”．

Ｔ：とても→Ｓ

とても　means very

ちょっと→Ｓ

ちょっとmeans a little, a bit, slightly, somewhat

あまり→Ｓ

あまり means not very and not so

ちっとも→Ｓ

ぜんぜん→Ｓ

ちっとも and ぜんぜん means not at all and not

a bit. And “あまり ””ちっとも ””ぜんぜん ” are

negative sentences. So we should use “じゃあり

ません””ではありません” the end of a sentence.

・ 野菜

・ 魚

・ ワイン

文字パネ

ル

※英語の

意味は貼

らない。

※じゃあ

りません /

ではあり

ま せ ん

は後から

プラスし

て書く。

す。

・全員に

絵が見え

るように

する。

練習

（５分）

Ｔ：Please answer me using one of these words.

　　魚は好きですか？

Ｓ：いいえ、魚はあまり好きではありません。

Ｔ：ケーキはどうですか？

ボードの

絵を指し

て分かり

やすく。
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Ｓ：ケーキはとても好きです。

（学習者を一人あてる）

Ｔ：Ａさん、Ａさんは野菜は好きですか？

Ａ：

Ｔ：Ｂさん、Ｂさんはワインは好きですか？

Ｂ：

Ｔ：そうですか。

Ｔ：OK. Everyone, I will ask you some question.

Please answer using these words.

Ｔ：パースのまちはにぎやかですか？

Ｓ：

Ｔ：マードック大学は有名ですか？

Ｓ：

Ｔ：日本語の勉強はたいへんですか？

Ｓ：

Ｔ：日本語の先生は誰ですか？

Ｓ：（森山先生）です。

Ｔ：森山先生は、どんな先生ですか？

Ｓ：

出来たら

褒める。

つまずい

たときは

ヒ ン ト

を。

学生の回

答にあい

づちを忘

れない。

まとめ

（５分）

Ｔ：では、あなたのお父さん or お母さんは、ど

んな方ですか？

（時間を少し置き、２人くらい当てる）

Ｔ：OK. Form pairs and ask each other about あ

なたのお父さん/お母さん/先生/ともだち.

    Do you remember the words you can use for

example P50.

    Practice start.

（回りながら練習の様子をみる　１~２分）

Ｔ：Shall we stop.

    Could you ask each other? Please tell as

your conversation.

（２グループあてる）

※自分の父、母のことを「方」と言ったら、「Your

own father or mother “人”」と訂正する。
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Ｔ：Please ask me about my mother what kind of

parson.

Ｓ：恵里香さんのお母さんはどんな方ですか？

Ｔ：私の母は、あまりきれいな人じゃありませ

ん。でも、とても親切な人です。

おわり

（３分）

Ｔ：So, today we learned about providing more

information about modifiers “とても””ちょっ

と””あまり””ちっとも””ぜんぜん”

　　Thank you very much.

教 案(2)

松永　恵里香

日にち：2007年 3月 28日（土）

学習時間：20分

学習対象者：22時間学習済みの学生、実習プログラムに参加したい希望者

使用テキスト：リビングジャパニーズ　第４課

学習目標：~が~。/~。でも~。が使えるようになる。長い文章が作れるようになる。

          例　ピンクのシャツは高いですが、みどりのシャツは安いです。

流れ 学習内容 使用教

材

留意点

あいさつ

（２分）

Ｔ：こんにちは。

みなさんお元気ですか？→Ｓ：元気です。

　　いいですね。私も元気です。

　　今日は暑いですか？寒いですか？→Ｓ：~で

す

　　そうですね、ちょっと~ですね。

　　昼はちょっと~ですが、夜はとても寒いです

ね。

導入

（５分）

板書 sentence A が sentence B。

     Sentence A。 でも sentence B。

Ｔ：Today we will learn the use of “~が~。” in a

sentence and the use of  ”~。でも~。”

Ｔ：I went shopping last Sunday, I bought two shirts.
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（ピンクのシャツを指して）

このシャツはどんな色ですか？

Ｓ：ピンクです。

Ｔ：高いですか？安いですか？

Ｓ：高いです。

Ｔ：そうですね、ピンクのシャツは高いですね。

（みどりのシャツを指して）

Ｔ：このシャツはどんな色ですか？

Ｓ：みどりです。

Ｔ：みどりのシャツも高いですか？

Ｓ：いいえ、高くありません。安いです。

Ｔ：みどりのシャツは安いです。

Ｔ：Let’s join two sentences in to one to using “が”

　　ピンクのシャツは高いですが、みどりのシャ

ツは安いです。

Ｔ：ok, Repeat after me.

    ピンクのシャツは高いですが／みどりのシャ

ツ　　　　は安いです。

　　ピンクのシャツは高いですがみどりのシャツ

は安いです。

　　みどりのシャツは安いですが／ピンクのシャ

ツは高いです。

　　みどりのシャツは安いですがピンクのシャツ

は高いです。

Ｔ：ok, next.

(絵パネル②)

Ｔ：This is Tokyo.（にぎやかな方を指す）

　　東京はどうですか。→Ｓ：にぎやかです。

Ｔ：This is Himeji.（しずかな方を指す）

　　姫路はどうですか。→Ｓ：しずかです。

Ｔ：ok. In to one sentence please.

Ｓ：東京はにぎやかですが、姫路はしずかです。

Ｔ：Again please.

    東京はにぎやかですが、姫路はしずかです。

　　姫路はしずかですが、東京はにぎやかです。

絵 パ ネ

ル

絵 パ ネ

ル
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練習

（５分）

Ｔ：ok. Practice! 66ページを開けてください。

(Open your text book page 66）

Ｔ：№1　昼はどうですか？

Ｓ：昼はあついです。

Ｔ：晩はどうですか？

Ｓ：晩はさむいです。

Ｔ：Yes, join two sentences using “が”．

　　昼はあついですが、夜はさむいです。

（Repeat）

    This time start as B.

    夜はさむいですが、昼はあついです。

（Repeat）

Ｔ：№2　アンさんの髪は長いですが、ケイトさん

の髪は短いです。

　　Start as B.

    ケイトさんの髪は短いですが、アンさんの髪

は長いです。

→№3まで全員でやる。

Ｔ：Anyone like to try №4？

（学習者を一人あてる）

Ｓ：ステーキは高いですが、ハンバーガーは安い

です。

　ハンバーガーは安いですが、ステーキは高いで

す。

Ｔ：Well done!

ＯＨＰ

学生の回

答にあい

づちを忘

れない。
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導入

（3分）

Ｔ：みなさん、日本語はどうですか？大変ですか？

Ｓ：えぇ、ちょっと大変です。

Ｔ：漢字はどうですか？やさしいですか？

Ｓ：むずかしいです。

Ｔ：ひらがなはどうですか？

Ｓ：（ちょっと）やさしいです。

Ｔ：This time try to use “でも”．

　　漢字はむずかしいです。（ポーズ）でも、ひら

がなはやさしいです。（Repeat）

    ひらがなはやさしいです。（ポーズ）でも、漢

字はむずかしいです。

ポーズを

忘 れ ず

に。

練習

（5分）

Ｔ：66ページを開けてください。

Ｔ：№5　ゆうびんきょくは近いです。ぎんこうは

どうですか？

Ｓ：とおいです。

Ｔ：ゆうびんきょくはちかいです。でも、ぎんこ

うはとおいです。（Repeat）

    ぎんこうはとおいです。でも、ゆうびんきょ

くはちかいです。（repeat）

（№6も同様にする。）

Ｔ：OK, anyone like to try No.7?

Ｓ：ケンさんの部屋は広いです。でも、ジョンさ

んの部屋はせまいです。

Ｔ：Start as B.

Ｓ：ジョンさんの部屋はせまいです。でも、ケン

さんの部屋は広いです。

＊ 流れで、№8も学生にさせる。

Ｔ：You have done very well.

ＯＨＰ

まとめ

（10分）

Ｔ：65ページを開けてください。

　　Read after me, please pay attention to the use

of “が”．

一回目→全体でコーラス

“が”のところ Try again whole sentence

Ｔ：OK, form pairs. Practice reading, taking the role

of either マリ or ヤンディ．

全員がつ

いてこれ

るような

スピード

で読む。
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of either マリ or ヤンディ．

（回りながら練習の様子をみる　１~２分）

Ｔ：Shall we stop.

    Any pair would you like to read, please?

（２グループあてる）

Ｔ：Well done!よくできました。

おわり Ｔ：Today we learned the use of “が” in a sentence

and the use of “でも”

　　ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　教　案　（１）

周藤未記

日時：2007年３月 24日（土）

学習時間：２０分

学習対象者：ボランティアの学生

使用テキスト：『リビングジャパニーズ』

学習目標：「ナ形容詞」の定着

流れ（時間） 指導内容 留意点

あいさつ

（５分）

「みなさんおはようございます。今日はとても

暑いですね。みなさん元気ですか。

私の名前はしゅうとうみきです。どうぞよろし

くお願いします。」

（姫路城を見せて）

「姫路城です。姫路城は world heritage です。

ゆうめいなお城(castle)です。

おしろ(castle)、おしろ（言わせる）。」

ゆうめいなおしろ

(castle)

をはる。

（指しながら）「ゆうめいなおしろ」
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練習

（１２分）

「I went to the city yesterday.

パースの、まちはとてもきれいですね。」

きれいですをはる

（指しながら）「きれいです。」

「今日は「ナ形容詞」の勉強をします。

Today, we are going to practice the use of ナ

type modifiers.」

T：「日本語の勉強はどうですか。たいへんで

すか。」

S：「たいへんです。」

T：「そうですか。ひらがなの勉強はどうです

か。すきですか。」

S：「すきです。」or「きらいです。」

T：「日本語の先生のお名前はなんですか。」

S：「~先生です。」

T：「しんせつですか。」

T:「しんせつです。」

　「パースの町にぎやかですか。」

S:「いいえ、にぎやかじゃありません。

T：「そうですか。

　　~さんのお国はどちらですか。」

S:「~です。」

T：「~の町はしずかですか。」

S：「いいえ、しずかじゃありません。」or「し

ずかです。」

フラッシュカードを使って復習させる。

「Do you remember these ナ modifiers?

 Please repeat after me.

しずか、げんき、・・・・」
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絵パネルを使って

T：「ここはにぎやかですか。」

S：「はい、にぎやかです。」

T：「ここはにぎやかですか。」

S:「いいえ、にぎやかじゃありません。」

T：「しずかですか。」

S:「はい、しずかです。」

T：「ここはどうですか。」

S:「にぎやかです。」

T：「パースはどんなまちですか。」

S:「パースはしずかなまちです。」

T：「ではシドニーはどうですか。」

S:「シドニーはにぎやかです。」

T：「かなこさんです。かなこさんはどんな人

ですか。」

S：「かなこさんはおしゃれな人です。」

T：「かなこさんはどんなひとですか。」

S：「きれいなひとです。」

T：「ゆうきくんです。ゆうきくんはどんなひ

とですか。」

S：「ゆうききんは元気な人です。」

T：「ゆうきくんはどんな人ですか。」

S：「ゆうきくんはすてきな人です。」

（ペアワーク）

「Please form pairs, and ask the partner about

the hometown and ask “What is the hometown

like?” or “How is the home?”」

２組に発表させる。

「 Shall we stop? Please tell us your

conversation.」
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T：「ask me “How is my English study?”」

　（先生の英語の勉強はどうですか。）

S：「先生の英語の勉強はどうですか。」

T「英語は大変です。

　Ask me ,”What us Himeji like?”」

（ひめじはどんなまちですか。）

S：「」

T：「姫路は静かな町です。

　Ask me, “How is Murdoch?”」

（マードックはどうですか。）

S：「マードックはどうですか。」

T：「マードックはりっぱです。

Ask me, “What is my teacher like?”」

（あなたの先生はどんな人ですか。）

S：「あなたの先生はどんな人ですか。」

T：「私の先生は親切です。」

まとめ

（３分）

書いた文をはる。

「Please read these sentences after me.」

えいごはたいへんです。×２

ひめじはしずかなまちです。×２

マードックはりっぱです。×２

わたしのせんせいはしんせつです。×２

「今日はこれで終わります。ありがとうござい

ました。」

教　案（２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　周藤未記

日時：２００７年３月２７日（月）

学習時間：３０分

学習対象者：ボランティアの生徒

使用テキスト：『リビングジャパニーズ』

学習目標：「~。それに~。」の文の定着。（「~。でも~。」と対比させる。）

流れ 指導内容 留意点
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あいさつ

（５分）

「みなさんこんにちは。今日はちょっと寒いで

すね。みなさん、元気ですか。

みなさんの専門は何ですか。

~さん、~さんの専門は何ですか。」

S：「~です。」

T：「~の先生はどなたですか。」

S：「~先生です。」

T：「~先生は親切ですか。」

S：「はい、しんせつです。」

T：「~さん、日本語の勉強はどうですか。」

S：「難しいです。」

「専門は何ですか。日本語の勉強はどうですか。

漢字の勉強はどうですか。難しいですか。~先

生は親切ですか。」を全員に聞く。

質問はみんなに

１度聞いて、そ

れから一人一人

にあてる。

導入

（５分）

「Ask me, “How is Himeji-Dokkyo University?”」

S：「姫路獨協大学はどうですか。」

T「ひめじどっきょうだいがくはせまいです。で

もたのしいです。」（はる）

「Ask me ,”How is my study?”」

S：「（あなたの）勉強はどうですか。」

T：「勉強はむずかしいです。それにたいへんで

す。」（はる）

「Ask me, “What is Himeji like?”」

S：「姫路はどんなまちですか。」

T：「ひめじはしずかなまちです。でもとてもゆ

うめいです。」（はる）

「Ask me, “What is my teacher like?”」

S：「あなたの先生はどんな人ですか。」

T：「わたしのせんせいはしんせつなひとです。

それにゆううめいです。」（はる）

~。でも~。、~。それに~。をはる。

「We are going to practice the use of 「~。で

も~。」and 「~。それに~。」today.

でもmeans but.（はる）When you use でも, you

need two sentences.
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need two sentences.

それに means moreover ~ , in addition ~ ,

besides~ and What’s more ~.（はる）

それに also needs two sentences.」

練習

（１５分）

ビーチ(spacious, but lively)

T：「~さん、このビーチはどうですか。」

S：「そのビーチは広いです。それににぎやかで

す。」

サンドイッチ(delicious, but expensive)

T：「~さん、学食のサンドイッチはどうですか。」

S:「学食のサンドイッチはおいしいです。でも

高いです。」

かおり(beautiful and famous)

T：「~さん、かおりさんはどんな人ですか。」

S：「かおりさんはきれいなひとです。それにゆ

うめいなひとです。」

部屋(cool, but narrow)

T：「~さん、この部屋はどんな部屋ですか。」

S：「その部屋はすずしいです。でもせまいです。」

「Please form pairs, and ask the partner, “How

are the partner’s teacher, parents and friends?”.

Then the partner describe the person using 「で

も」or 「それに」. For example, 「あなたのお

父さんはどんな人ですか。」,then 「わたしのち

ちはやさしい人です。それにりっぱです。」

（ペアワーク）

「 Shall we stop? Please tell us your

conversation, ~さん, ~さん.」

（二組ぐらい発表させる。）

まとめ

（５分）

「Please put in でも  or それに  appropriately,

and read whole senence.」（はる・かく）



24

① マードックだいがくはおおきいです。それに

ゆうめいです。

② わたしのともだちはおもしろいです。でもげ

んきじゃありません。

③ ステーキはおいしいです。でもたかいです。

④ パースのまちはきれいです。それにしずかで

す。

⑤ このけいたいでんわはあたらしいです。それ

にちいさいです。

「今日はこれで終わります。ありがとうござい

ました。」

「When you use positive sentence before それ

に, you must have positive sentence after それ

に. Also negative sentence before それに, そえ

に followed by negative sentence.」

　　　　　　　　　　　　　教　案（１）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井上　雅司

3月 24日

学習目標「これ、それ、あれ、この、その、あの」

学習者：マードック大学学生の日本語初級者 20時間学習

あいさつ こんにちは、みなさん元気ですか？

今日は、暑いですね。

私の名前は、井上雅司ですイノウエ

マサシです。

姫路獨協大学の学生です。

専門は日本語教育です。

よろしくお願いします。
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「これ、それ、あれ」

日本語の勉強はどうですか？

たいへんですか？

S「たいへんです」

そうですか。

T「Today we are going to practice the

are kore sore kono ano sono」

生徒の持ち物を全員にたずねる

T「これは何ですか」

S「これは　　です」

T「それは何ですか」

S「これは　　です」

T｢Now ask me what is this｣

S「これは何ですか」

T「それはデジカメです」

S「これは何ですか」

T「それは携帯電話です」

生徒の物を取って前の机に置いて

T「（所有者）さん、あれはなんです

か」

S「あれは　　です」

全員に聞いて回る

用意していたデジカ

メ、携帯電話、電子

辞書、手ぬぐい、筆

箱を生徒に渡して
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「この、あの、その」 After the Japanese lesson has

finished ,I find something left behind

by one of the students leaving the

classroom .I ask you who it belongs

to

T「　　さん、あの携帯電話は誰の

ですか」

S「あれはジョンさんのです」

T「あぁ、そうですか」

T「　　さん、そのデジカメはあな

たのですか」

S「いいえ、これはるみさんのです」

T「　　さん、あの時計は誰のです

か」

S「あれは私の」です」

生徒全員に聞いて回る

携帯電話に「ジョン」

デジカメに「るみ」

電子辞書に「アン」

バッグに「ケン」

ジャケットに「タン」

時計に「私の」

と書いた紙をはる

まとめ 生徒の持ち物を前のテーブルに出さ

せて誰のか聞く

Can you please put your belonging

in front of table

For example notebook pen or

whatever you have

誰が何をだしたか見ないようにする

T「　　さん、この　　は誰のです

か」

S「　　さんのです」

もし分からなかったら全員に

「この　　はだれのですか」と聞く
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　　　　　　　　　　　　　　　　　教　案（１）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊島徹也

　対象学習者：マードック大学　ジャパニーズ１７１　Japanese 1-A

　　　　　　　初級で学習時間２０時間の多国籍の学生

　使用テキスト：リビングジャパニーズ　１

　本時の学習目標：「も」の練習

学習項目 教材 学習内容

あいさつ

２分

T：おはようございます。

S：おはようございます。

T：私の名前は豊島徹也です。豊島徹也。

　　姫路独協大学の三年生です。

　　専門は日本語教育です。

　　日本人です。

　　どうぞよろしくお願いします。

導入

３分

学生に質問していく

T：お名前は何ですか？

S：例）トムです。

T：トムさんですか。お国はどちらですか？

S：オーストラリアです。

T：オーストラリアですか。何年生ですか？

S：一年生です。

次の学生に移って同じ質問を繰り返す。

三人目からはチェーンドリル

Next, please ask the same question to the next

person.

全員回していく

全員終わった後で学生の答えをとって、

T：トムさんはオーストラリア人ですね。ブラウン

さん　もオーストラリア人ですね。
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まとめ

　５分

プリント

Now, repeat after me

T：トムさんはオーストラリア人ですね。

　　ブラウンさんもオーストラリア人ですね。

S：コーラス

T：トムさんもブラウンさんもオーストラリア人で

すね

S：コーラス

Today we are going to study the use of も．

全員にプリントを配り、やってもらう。

Please answer this question.

終わったら一問につき、ひとりあてて読んでもらう。

これで授業を終わります。さようなら

Fill in the blanks with 「は」or「も」

1.

キム：トムさん、なにがくぶですか？

トム：けいざいがくぶです。

キム：アンさん（　　　）けいざいがくぶですか？

アン：いいえ、わたし（　　　）けいざいがくぶじゃありません。ほうがくぶです。

２

アン：キムさんおくにはどちらですか？

キム：シンガポールです。アンさん（　　）トムさん（　　）シンガポール人ですか？

アン：いいえ、わたし（　　）シンガポール人じゃありません。わたしはかんこくじ

んです。

トム：わたし（　　）シンガポール人じゃありません。わたしはオーストラリア人で

す。
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　　　　　　　　　　　國立屏東商業技術学院

　　　　　　　　　　　　　　　　（台　湾）

＜実習期間＞　２００７年２月２７日（火）~３月２６日（月）（２８日間）

＜研修生＞　大谷江美（日本語学科　３回生）

　　　　　　加川友美（日本語学科　３回生）

　　　　　　中村鮎美（日本語学科　３回生）

　　　　　　持田晶子（英語学科　　３回生）

＜費用＞

　　航空券　　　　　　　　　　　　　　　　￥６９、２４０

　　　保険　　　　　　　　　　　　　　　　　￥８、２８０

　　　寮費　　　　　　　　　　　　　　　　　￥０

　　生活費（食費・交通費含む）　　　　　約￥５０、０００

----------------------------------------------------------------

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　約￥１２７、５２０

＜行程＞

　　　　　行き２／２７関空　１２：５５　_　１５：０５　台北
　　　　　　　　　　　台北　１８：４０　_　１９：３０　高雄
　　　　　帰り３／２６高雄　　６：３０　_　　７：２０　台北 　

　　　　　　　　　　　台北　　８：３０　_　１１：５０　関空

＜授業について＞

授業は「見学」「ＴＡ(授業の補助)」「実習」「交流」という形で、大谷・持田／加川・

中村の２ペアに分かれて参加をし、４人が一緒になるのは週１回だけでした。

「ＴＡ」は、週に５回。日本語学科の１年生の会話の授業(石川先生クラス・佐藤先生

クラス)と２年生の読解と会話の授業(劉先生・佐藤先生)です。

２年生の読解クラスは、まず学生たちが考えた上で分からない質問には答えていきま

した。が、思いもよらない質問が多く、大変焦りました。２年会話クラスでは、学生

と一緒に授業を受け、質問に答えていきました。自分たちにとっても日本語の勉強に

なったと思います。１年会話クラスでは、３人(先生と私たち)が分かれて学生の問題

を確認し、会話をしていくという形が多かったです。例題などで私たちが日本ではど
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うかを話す場面もありました。

「実習」は、週２回の計５回。夜間部と、他学科クラス(劉先生・張先生)の授業です。

夜間部のクラス、他学科のクラスは日本語学科の学生とはまったく違っており、少し

苦労しました。授業より、日本人が来た!!ということのほうが珍しかったようです。し

かし、授業には積極的に参加してくれる学生が多く、よかったです。

「交流」は、他学科クラス(張先生・藩先生)の授業でした。質問に答えたり、一緒に

写真を撮りました。ここでも、みなさん好意的に迎えてくれてうれしかったです。

　毎日たくさんの授業に参加することは大変でしたが、いい勉強になったと思います。

なにより１人の先生でなく、いろいろな先生の授業に参加させてもらえたことで、い

ろいろな授業の仕方を学べたことがとても役に立ちました。

そして、学生たちの授業に対する姿勢はとても熱心で、みんな真面目です。分からな

いことがあれば積極的に質問をするし、グループで考える時間にはみんながしっかり

と考える。授業中に机の下で何かを見ている学生がおり、何かと近付いてみると辞書

で調べていたりなど、日本の大学ではありえない光景に驚きました。また、授業以外

でも寮に戻り自分で日本語の勉強をしている人も多く、本当に感心させられてばかり

でした。

　授業では学生からの質問にきちんと答えられない場面なども多く、自分達の勉強不

足を実感すると共に、こんな私たちを授業に参加させてくれた先生方には感謝の気持

ちでいっぱいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上：中村鮎美）

＜生活＞

　　　　　寮の中はベッドと机が各自にある４人部屋で洗面台、トイレ、シャ

　　　　ワー室がついています。

　　　　　各階に洗濯機、乾燥機、冷水と熱湯が出る機械が設置されています。

　　　　　洗濯機乾燥機の使用料は１回約２０~４０元でした。

　　　　　私たちは１しゅうかんに２回ぐらいのペースでみんなで洗濯物を持

　　　　ち寄り洗濯をしていました。

　　　　　プラスチックのコップなんかを持っていったほうが何かと便利だと

　　　　思います。

　　　　　自炊は出来ないのでご飯は学校の食堂で食べるか学校の外のお店で

　　　　食べます。

　　　　　仲良くなった学生と一緒にご飯を食べに行ったり、おいしいお店情

　　　　報を仕入れたりしました。

　　　　　台湾の方はとても気さくで、優しい方が多く毎日感謝と感激を感じ

　　　　ながら生活をしていました。お世話になった先生方をはじめ、台湾の

　　　　みなさんには何から何までお世話になって本当にありがとうございま
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　　　　した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上：加川友美）

＜台湾での生活について（学外）＞

学校がある日、昼食は食堂で食べることが多かったですが、夕食は寮の近くにある

お店で食べることが多かったです。値段は 50 元~80 元くらいで食べられました。麺

類は、色は濃いけど味は薄めでした。学校の目の前にセブンイレブンもあるのでよく

そこを利用しました。コンビニは日本と比べて少し安いくらいであまり値段に差はな

かったです。

　英語は市内で買い物をする時や、郵便局ではある程度通じたけど、基本的にあまり

通じなかったです。（特に屋台ではほとんど通じなかった。）数字の言い方だけでも覚

えておくと便利だと思います。私のルームメイトの二人は日本語学科ではなかったの

で常に英語を使って会話しました。生活しているうちにそれぞれがお互いの言語を覚

えていったので英語以外でもコミュニケーションが取れるようになりおもしろかった

です。

　台湾の学生達は私達をいろんな場所へ連れていってくれました。週末は学生達と過

ごすことが多かったです。高雄市内へ買い物に行ったり、夜市やフェスティバルに連

れて行ってもらいました。バスや電車の乗り方は分かりにくいので学生達と一緒のほ

うが安心できます。

　交通事情が日本に比べて非常に悪いです。バスの運転も荒かったし、タクシーも信

号無視などしていたので注意したほうがいいです。

　持ち物は、日焼け止めと虫除けスプレーを持っていったほうがいいです。夜、寝る

時、虫除けスプレーをして寝ないと蚊に刺されることがあります。

　お金は 4 週間で日本円で 5~6 万円くらいあれば足りると思います。私達は週末は

観光したり買い物をしたりしたので思ったよりお金が減るのが早かったです。少し余

裕を持って、持っていけばいいと思います。教材は近くの文具店で購入できます。私

は日本から画用紙やペンやテープなど教材作りに必要な道具をたくさん持っていった

ので現地では画用紙くらいしか買いませんでした。あちらで道具は全部そろえられま

すが、日本から自分の家にあるものを持っていったほうが楽だと思います。

感想

　台湾の人達は本当に親切で、困ったことがあればすぐ助けてくれました。言葉が通

じなくても身振りや手振りで通じることも多かったです。お店では日本人だと分かる

とおまけしてくれたり親切にしてくれる人が多かったです。

私は授業が終わってからルームメイトの子が属していた部活（English conversation

club）に参加させてもらいました。英語で学生達がプレゼンをしていておもしろかっ
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たです。そういうチャンスがあれば参加してみるとおもしろいです。

　先生方に多くの授業を任せてもらえたので週 2 回くらい実習がありました。徹夜で

大変なときもあったけど、学生達が理解してくれた時はすごくうれしかったです。学

生達も積極的に授業に参加してくれたし、授業以外も積極的に日本語で話しかけてき

てくれました。今回参加して、私はもっと日本についての知識を積んで行けていたら

良かったと感じました。台湾の学生達のほうが日本のことをよく知っているなと思い

ました。

　私達は非常に恵まれた環境の中で日本語インターンシップを終えることができたと

感じています。自分にとってもすごく良い経験になったし、充実した 4 週間になった

と思います。

　お世話になった大学の先生方や台湾の先生方に深く感謝しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上：持田晶子）

　寮生活はほとんど不自由なく生活できました。しかし最後まで慣れなかったのが、

トイレとお風呂です。トイレは日本と違って紙が流せず、備え付けのゴミ箱に捨てな

くてはいけません。台湾は下水道の発達が悪いので、紙を流すと詰まるそうです。あ

と、台湾のトイレにはほとんど紙が備え付けられていないので、常にティッシュを持

ち歩くようにした方が良いと思います。

　お風呂は、夜遅く入るとお湯が出なくなるのでだいたい23時までには入った方が良

いです。シャンプーや石鹸など置いてないので持参するか、近くのスーパーで買うか

しなければいけません。

　寮の部屋の鍵を一人一人もらえるので、授業の空き時間などがあれば、昼寝など自

由に使うことができます。　　　　　　　　　　（以上、大谷江美）
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国民大学校（韓国）

実習大学：国民大学　社会科学大学　国際地域学部　日本語学専攻

住所　　：〒１３６－７０２　ソウル特別市城北区貞陵洞８６１－１

（交通機関：地下鉄４号線　吉音駅　から　バス　＜１１１２番＞　で１０分）

電話番号：０２－９１０－４１４７

FAX　　：０２－９１０－４１７９

URL　　：http://www.kookmin.ac.kr/

担当教員：南　基正（ナム・ギジョン）先生

　　　　　浅津嘉之（あさづよしゆき）先生

使用テキスト：浅津先生の着任が遅れたため使用テキストなし

実習内容　：作文作成　ならびに　会話

学生数　　：各クラス１０名~１５名

　　　　　（上級クラス：日本留学経験者多数）

　　　　　

※　初級・中級クラスともに参加していないため未掌握

１． 実習期間、費用

　実習期間：２００７年３月１日（木）~３１日（土）

　研修生　：川西章央（大学院言語教育研究科言語教育専攻日本語教育コース　２年

生）

　費用　　 ：航空券　　　　￥56,000（空港施設使用料、航空保安料含）

　　　　　　 保険　　　　 　￥7,780

　：宿泊施設・使用料　大学内の迎賓館　￥60,000　（一ヶ月・食事なし）

　　　　　 ：生活費　　　　　￥60,000



36

合計　　　　　約￥160,000

※　エンとウォンのレートをしっかりと確認することが大事です。

　　一日違うだけでもかなり変わってきます。

　

２．生活

食事：大学内にも、多くの学生食堂がメニュー毎にあり、全てのメニューが辛いわけ

ではない。（料金は、￥４００前後であります）また、大学のすぐ側にも、食堂

が数多くあるので非常に便利です。しかし、学外の食堂は殆どが辛いものしか

ありません。料金は大学内とほぼ同様です。あとは、大学近くに一軒だけコン

ビニエンスストアーがあります。

言葉：もちろん、隣国と言えども、完全に外国なので、韓国語が出来た方がいいのは

当然であるが、地下鉄や繁華街では、日本語表記もしくは、英語表記があるの

で、交通機関などでは、韓国語が全く出来なくても問題はそれほどない。しか

し、大学内においても、日本語学科以外では、日本語は通じない。また、大学

や、繁華街以外のいわゆる生活区域では、まったく日本語が通じないと考えて

いたほうがいい。

交通：大学から、最寄の地下鉄駅までは、１５分で行く事が出来る。料金は￥７０で

行ける。ただ、長期に滞在する場合は、交通カードを購入すると便利である。

それで、バスと地下鉄両方に乗る事が出来る。韓国語が出来ない場合は、一人

でタクシーに乗るのは避けたほうがいい。タクシーには二種類あり、白いタク

シーが一般タクシーといい韓国人はこれに乗る。もう一種類の黒いタクシーが、

模範タクシーといい、料金は一般タクシーよりするが、日本語が出来る運転士

が多く親切である。（一般タクシーは、日本人だとわかると露骨に嫌な顔をする

運転士が多いので要注意）

準備：私の場合は、日本語教育の経験がなく見学が主になると言うことだったので、

日本語教育に関連する教科書などを、本学の図書館で１０冊借りて行っただけ

である。

　　　　教材に関しては、こちらから持参するか、韓国で現地の図書館などで揃える

ことが出来る。しかし、国民大学の図書館には、日本語関係の図書がそれほど

多くはないので、国際交流基金の図書館を利用するのがいいだろう。場所は、

吉音駅から、161 番のバスで、東亜日報社と東和免税店の交差点を西へ徒歩５

分ほどにある。黒い大きな人型オブジェが立っている。
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２． 実習感想

日本語会話 A　毎週火曜日 9時~10時１５分

　　　　　　　毎週金曜日 10時 30分~11時４５分

日本語会話 B　毎週火曜日 10時 30分~11時４５分

　　　　　　　毎週金曜日 9時~10時１５分

日本語 A　　　毎週火曜日 14時~15時 15分

　　　　　　　毎週金曜日 15時 30分~16時４５分

　　　　　　

日本語 B 毎週火曜日 15時 30分~16時４５分

　　　　　　　毎週金曜日 14時~15時 15分

　私の実習の場合には、専任講師である浅津先生（本学大学院出身）の着任までの二

週間をウォーミングアップのつもりでやって欲しいと言われて行った。担当の南先生

からは、教科書などは用いずに、楽しく日本語に触れさせて下さいとのご指示と共に、

自己紹介だけは必ずさせてくださいとだけあった。

内容としては、毎回、異なるテーマを与え、日本語で文章を作成してもらい、それ

を皆の前で発表するという形式をとった。テーマは『私と日本語』、『私の好きな日本

の映画』、

『韓国を紹介します』などとした。そこで、毎回の作文を各学生が発表し、そのなか

で、直した方がいい箇所を取り上げ、学生全員で意見を言い合うという、全員参加型

の軽視をとった。毎回の作文の効果が授業を重ねるたびに現れるので、深夜までかか

って添削したことが報われる思いで、本当にうれしかった。

　また、二週間にわたる、実習最後には、リラックスした状態でジュースやお菓子な

どを囲んで、日韓の友好関係について、また韓国の大学生の悩みなどを活発に話して

もらった。どの学生も、当初の緊張もほぐれ、日本語の能力に関しては、個人差はあ

ったが、本当に日本語を楽しんで発している姿をみれて本当によかった。

　その後は、浅津先生が着任されたので、浅津先生の講義が始まり、私は学生と同じ

ように参加させてもらった。

　最後に、国民大学の学生の皆さん、南先生、浅津先生と、本学の大曾先生をはじめ、

諸先生方に心より御礼を申し上げます。


