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一、課程基本資訊一、課程基本資訊  Top

開課單位
Department/
Institute

日本語文學系
學制別
Education
System

大學部

學年度
Academic
year

104 學期
Semester

■  第一學期(Fall) □  第二學期(Spring) ■  全學
年(Entire Year)

課程名稱 
Course Title 日本名著選讀

選別
Required/
Elective

必修

擋修課程 無
學分數
Credits 2

課程語言 
Medium of
Instruction

全日文
教材語言 
Language for
materials

全日文

授課教師 
Instructor 中村祥子

教師背景 
Background 專任/副教授

此課程是否符
合教師專長

是   
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二、基本素養二、基本素養   Top

學科學習能力--關聯性

  1.中文[無關聯性]
  2.英文[無關聯性]
  3.資訊[間接相關]
  

三、核心能力三、核心能力    Top

核心能力-知識

  13.歷史與文化[直接相關]
  21.外國語文與文學[直接相關]
  

核心能力-技能與態度

  1.閱讀理解[直接相關]
  2.積極傾聽[直接相關]
  3.文字表達[間接相關]
  4.口語表達[間接相關]
  7.批判思考[直接相關]
  12.合作[間接相關]
  17.解決複雜問題[直接相關]
  36.創意力[間接相關]
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四、課程與專門議題之關聯性四、課程與專門議題之關聯性    Top

課程學習融入下列議題
的程度
Immersing the Following
Issues

議題（Issues） 關聯性 議題（Issues） 關聯性

性別平等 間接相關 環境保護     無關聯性

品德教育 間接相關 環境安全 無關聯性

生命教育 間接相關 智慧財產權 間接相關

人權教育 間接相關 法制教育 間接相關

服務學習 無關聯性 生涯教育 間接相關

家政教育 無關聯性 資訊教育 間接相關

海洋教育 無關聯性
本土教育(含多元文化
教育) 直接相關

生活防災教育 無關聯性  

五、課程學習目標五、課程學習目標   Top

課程學習目標

一、主要目標                          
1. 日本語の読解能力を養う。  
2. 文章を通じて、日本文化に対する知識、理解を深める。
3. 文学を通して、生きることとは、人間とは、社会とは何かを考え、文学を読む楽しみを知る。
4. 日本語の文法や語彙の拡大・強化を図る。
                                                  
二、延伸目標は以下のとおり。
1.自主学習精神を養う。
2.問題解決能力を伸ばす。（よいレポートを作成し、発表する訓練を通して）
3.コミュニケーション能力を訓練する。（発表することを通して）
4.創造力を伸ばす。（発表することを通して）
5.団体精神（グループ発表を通して）。  

先修課程
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六、授課進度六、授課進度   Top

授課進度 Course Progress Outline

週次Week 日期Date 主題Topic 單元主題Unit 備註Remark

1 09/14
オリエンテーション
詩を読もう①
金子みすゞ「こだまでしょうか」

本学期の授業について説明する。
金子みすゞについて紹介する
（ビデオ）

2 09/21
詩を読もう②
金子みすゞ　「大漁」ほか
動揺しに託した女性の生き方

言葉のイメージを意識する。

3 09/28 教師節でやすみ

4 10/05 イメージを読む
　夏目漱石　「夢十夜」より（仮）

色に注意して読む。

5 10/12 イメージを読む
　夏目漱石　「夢十夜」より（仮）

もののイメージに注意して読む。

6 10/19 太宰治を読む　ビデオ

7 10/26 太宰治を読む「桜桃」（仮） もののイメージに注意して読む。

8 11/02 太宰治を読む　「桜桃」（仮）

9 11/09 宮沢賢治を読む（仮）
　「」

言葉の表現に注意して読む

10 11/16 宮沢賢治を読む（仮） 言葉の表現に注意して読む

11 11/23
唐代伝奇と日本文学
「杜子春」と「杜子春伝」１
　本文の確認

原典との比較

12 11/30
唐代伝奇と日本文学
　「杜子春」と「杜子春伝」２
　　内容の検討

原典との比較

13 12/07
唐代伝奇と日本文学
「山月記」と「人虎伝」１
　　本文の検討

原典との比較
語りの方法

14 12/14
唐代伝奇と日本文学
　「山月記」と「人虎伝」２
　　本文の検討

原典との比較

15 12/21 短い文章を読む
　星新一（仮）

16 12/28 期末テスト
文学史、分析の方法、自分の分析を問う
筆記試験を行います。

17 01/04
グループ発表① 作品分析発表（５グル
ープ）
（20分間で作品分析をしてください）

課題文の分析をしてもらいます。

18 01/11
グループ発表② 作品分析発表（４グル
ープ）
（20分間で作品分析をしてください）　

課題文の分析をしてもらいます。

七、教學方法七、教學方法   Top

教學方法
Pedagogical

Methods

方法Method 百分比 方法Method 百分比 方法Method 百分比

講述 20 影片欣賞 20 討論 20

個案研討 0 服務學習 0 問題導向學習 10

競賽遊戲 0 專家演講 0 專題實作 0

電子教學 0 體驗教學 0 角色扮演實境
教學

0

競賽讀書會 0 產業實習 0 自主學習 15

對話教學法 10 樣本觀察 0 校外參訪 0

實作教學 0 個別指導 0 其他 5

說明：事前に課題文を読んでおき、その内容を授業で確認する。その後、内容について討論やQ＆Aをし
ながら、作品を分析し鑑賞する。

 

備註：  
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八、課程教材八、課程教材   Top

課程教材 
Course Material

学期の始めに、教材を纏めた冊子を配布します。
また、そのほかの補助資料を随時ＩＣＡＮにて配布します。

教科書 プリントを配布します。学期の始めに、教材を纏めた冊子を配布します。

參考書目
Reference

国語便覧があると便利です。
青空文庫を見ると版権切れたいろいろな小説を読むことができます。

教學平台網址 ICAN5
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九、學習評量九、學習評量   Top

學習評量 
Learning Evaluation

方法Method 百分比 方法Method 百分比 方法Method 百分比

課堂之前測 0 學生表現側寫
報告

0 個案分析報告
撰寫

0

專題發表 10 課堂上實作演
練

0 專業團體之證
照檢定

0

期中考 10 期末考 10 隨堂考（小考
）

10

書面報告(含小
組或個人) 0 課堂參與 30 心得或作業撰

寫
10

口頭報告 0 面試或口試 0 自評與小組互
評

10

參加競賽 0 展演 0 筆記 10

其他 0   

說明：

1、授業の前の質問カードと授業のあとのコメントカードによって、授業への参加度と理解度を測るので、積極的に取り組むこと。
２、学期末に発表を行う。

備註Remark

十、學習規範十、學習規範   Top

學習規範

１、一時間２点、三回以上欠席の場合は受講資格を失う。また、正当な理由なく30分以上遅刻した場合は、　欠席し
たことにする。（ただし、特別な事情がある場合は相談に来てください。事情によっては対応しま　す。）
２、 主に、授業前、授業後のコメント表提出を評価する。この部分の評価は、課堂参与の一部として行　
　う。
３、授業中にものを食べてはいけない。（水、水分補給はかまわない）

４、レポートなどの提出の時には、原稿用紙またはＡ４の用紙レポート用紙を用いること。ちぎったノート、反故紙
の裏、なにかの紙を千切ったものは受理しない。

十一、備註十一、備註   Top

備註Remark
１、最初は難しいと思うが、少し努力して読む練習をしてみてほしい。。
２、一つの作品を読むごとに、好きな言葉ノートを作成してください。好きな言葉を抜き出し、コメントを　書くも
のです。これは、提出してもらいます。
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