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摘要

(中) 

本研究旨在探討幼稚園實施日語教學的現況；包括探討實施現況、雇用

教師的困難、以幼兒為中心的日語教學指導法的特色、適合幼兒的教授

法、教材、課程等等。詳細內容論述於論文的各個章節中。最後，研究

者將撰寫此論文的心得報告與對於幼兒日語教學，提出幾點建議：1. 外

語教學因為年齡群再細分為不同領域，新領域的幼兒外語教學除了語言



的學習之外，更應結合幼稚教育課程。2. 不管在台灣、日本等國外的國

家，為了實現健全的幼稚教育。課程內容必須包含健康、人際關係、環

境、語文、表現等五大領域（在台灣分為健康、遊戲、工作、音樂、常

識 、語文等六大領域，名稱雖然不同內容則一樣）。外語教學包含於語

文學習領域的一部份，如果過於注重外語學習，將使幼兒身心的發展無

法均衡。3. 「No－ Chinese」的壓抑性幼兒外語學習教育，已有幼兒異常

的敏感、個性退縮、母語的發展遲緩等個案報告。而且，過度注重外語

及其文化的學習，將混淆幼兒對母語文化的認同，影響其人格發展。所

以更應審慎考量實施。4. 台灣的孩子在上了小學之後，幾乎沒有日語學

習的機會以及目前不完整的教學支援環境，所以目前的階段僅將教學目

標設定為；培養幼兒對日語學習的興趣、增進對不同文化的體驗、培養

簡易的日語溝通能力等項目。總之，研究者並非只是單方面批判流行的

外語學習，而是經過多方面考察之後，誠心地期望訂出健康的幼兒外語

學習定位，尤其是日語的學習。 

摘要

(英) 

This research focuses on the current state of teaching Japanese as a second foreign 

language in kindergartens, which covers the implementation details, the difficulty 

of recruiting qualified teachers, the unique features of child-centric Japanese 

teaching methodology, the proper teaching methods, the teaching materials, and 

the curriculum. The details of each topic will be discussed in the subsequent 

chapters. Finally, several recommendations are made based on this study of early 

childhood Japanese education:(1) Early childhood foreign language education can 

be divided into different categories based on the age groups of the children 

receiving the education. The language program should not only focus on 

improving children’s language skills but also be integrated with the current 

educational system.(2) In order to provide a well-structured early childhood 

educational system for our young children in Taiwan or foreign countries such as 

Japan, the curriculum should explore five basic child development areas: health, 

social skills, environment, linguistics and self-expression. Foreign language 

education falls under the linguistics area. The over emphasis of the foreign 

language education may hamper the chances of a well-balanced development in all 

areas.(3) The “No-Chinese” oppressive early childhood foreign language 

program should be implemented with care. Cases have been reported where 

children who participated in this program can become ultra sensitive, cowering, 

and slow in learning their mother language. Besides, the over emphasis of learning 

foreign languages and foreign cultures will lead to confusion about the children’s 

own mother language and culture.(4) Children in Taiwan have almost no chance in 

learning Japanese in the current unresourceful educational system, especially after 

entering elementary schools. Therefore, the educational goal should be as follows: 

to stimulate children’s interest in learning Japanese, to encourage experiencing 

other cultures and to develop simple Japanese communication skills. 
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