
授業科目(ナンバリング) ｱｶﾃﾞﾐｯｸｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞⅠA(CA101) 担当教員 ※野田 智子 

展開方法 演習 単位数 2単位 開講年次・時期 1年・前期 必修・選択 選択 

授 業 の ね ら い  

アクティブ・ 

ラーニング 

の類型 

この授業は、留学生対象です。基本的な文型理解の基礎となる A2レベル（JF日本語教育スタンダード）

の語彙を習得します。テキストの課ごとに提供されているオンライン教材（動画・単語リストなど）を活

用し、ロールプレイングなどを行います。作文テーマに合った写真やイラストや実物（レアリア）を予め

提示し、それをもとに情報交換したのちに文章化に取り組みます。簡単でもオリジナリティのある表現を

身に着けます。 

②③⑨⑪ 

ホスピタリティ

を構成する能力 
学 生 の 授 業 に お け る 到 達 目 標 評価手段・方法 評価比率 

専門力    

情報収集、 

分析力 

日本語で文章を書くことで、他の人に情報を伝えることができる。 

テキストの代入に留まらず、オリジナリティのある表現ができる。 
ﾁｪｯｸﾃｽﾄ（2回） 30％ 

コミュニケーシ

ョン力 
日本語の文章を読み、他の人と情報共有することができる。 発表内容 40％ 

協働・課題解決

力 
   

多様性理解力 
日常的な場面で使用される文章を読んで理解できる。 

習得した語彙や文法を使って作文を書くことができる。 
課題 30％ 

出  席 受験要件 

合  計 100％ 

評価基準及び評価手段・方法の補足説明   

 課題で 30％、授業中の発表内容で 40%、2回のチェックテストで 30％を評価する。 

 課題と発表内容は授業中口頭・およびポートフォリオ上でフィードバックを行う。 

授 業 の 概 要 

読解問題に取り組み、内容が理解できているか時間内に発表をして確認します。テキストに準じたオンライン教材を

適宜使用します。毎回、テーマごとに作文を書きます。最初は文字やカタカナ語の使用に慣れることを心がけ、習得

状況に応じてタスクを追加していきます。時間がかかる場合は、宿題になります。授業で書いた作文はフィードバッ

クを行い、各回で発表・質疑応答まで行います。この授業の標準的な 1コマあたりの授業外学修時間は、45分です。 

教 科 書 ・ 参 考 書 

教科書：『まるごと 初級１りかい』『まるごと 初級２りかい』三修社 

参考書：『まるごと 初級１かつどう』『まるごと 初級２かつどう』三修社 

指定図書：『まるごと 初級１りかい』『まるごと 初級２りかい』三修社 

授業外における学修及び学生に期待すること 

 参加学生同士で、習得した表現を共有しながら（ピア・ラーニング）、いろいろなパターンを身に付けてください。 

 授業ではレアリアの活用も行いますから日常生活の場面で見かける、まとまりのある文章に興味を持ってください。 



 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 導入 オリエンテーション 予習：テキストのレビュー 

2 話してみよう 1/3 ウォーミングアップ活動 予習：テキストのレビュー 
復習：新しいことば確認 

3 話してみよう 2/3 ｵﾝﾗｲﾝ教材紹介導入・ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ練習 予習:ｵﾝﾗｲﾝ教材「まるごと＋」 
復習：ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝﾁｪｯｸ 

4 話してみよう 3/3 ｵﾝﾗｲﾝ動画でｼｬﾄﾞｰｲﾝｸﾞ・ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ 予習: ｵﾝﾗｲﾝ教材「まるごと＋」動画チェック 
復習：ふりかえりシート 

5 私とかぞく 1/4 Topic1④どっかい 予習：「かぞくのことば」音声・意味確認 
復習：絵文字の他の例をさがす 

6 私とかぞく 2/4 Topic1④どっかい 予習：「かぞくのことば」読み・文字練習 
復習：オリジナリティのある紹介文を考える 

7 私とかぞく 3/4 Topic1⑤さくぶん 予習:ｵﾝﾗｲﾝ教材「まるごと＋」Topic1 
復習：Topic1 ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝﾁｪｯｸ 

8 私とかぞく 4/4 Topic1⑤さくぶん・Topic1 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ 予習:Topic1 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ準備 
復習：Topic1ふりかえりシート 

9 きせつと天気 1/4 Topic2④どっかい 予習：「きせつのことば」音声・意味確認 
復習：カタカナ語の意味確認 

10 きせつと天気 2/4 Topic2④どっかい 予習：「きせつのことば」読み・文字練習 
復習：理由の書き方を確認 

11 きせつと天気 3/4 Topic2⑤さくぶん 予習:ｵﾝﾗｲﾝ教材「まるごと＋」Topic2 
復習：Topic2 ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝﾁｪｯｸ 

12 きせつと天気 4/4 Topic2⑤さくぶん・Topic2 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ 予習:Topic2 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ準備 
復習：Topic2ふりかえりシート 

13 私の町 1/4 Topic3④どっかい 予習：「有名な都市の名前」音声・意味確認 
復習：ランドマーク、方角の示し方を確認 

14 チェックテスト 中間チェックテスト 予習：ここまでの振り返り 

15 私の町 2/4 Topic3④どっかい 予習：「行きたい場所」イメージ・語彙準備 
復習：「ぜひ」の使いかたを確認 

16 私の町 3/4 Topic3⑤さくぶん 予習:ｵﾝﾗｲﾝ教材「まるごと＋」Topic3 
復習：Topic3 ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝﾁｪｯｸ 

17 私の町 4/4 Topic3⑤さくぶん・Topic3 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ 予習:Topic3 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ準備 
復習：Topic3ふりかえりシート 

18 出かける 1/4 Topic4④どっかい 予習：「時間の約束イメージ」音声・意味確認 
復習：お願いのしかた、こたえかたを確認 

19 出かける 2/4 Topic4④どっかい 予習：「招待のことば」イメージ・語彙準備 
復習：おすすめ、提案のしかたを確認 

20 出かける 3/4 Topic4⑤さくぶん 予習:ｵﾝﾗｲﾝ教材「まるごと＋」Topic4 
復習：Topic4 ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝﾁｪｯｸ 

21 出かける 4/4 Topic4⑤さくぶん・Topic4 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ 予習:Topic4 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ準備 
復習：Topic4ふりかえりシート 

22 外国語と外国文化 1/4 Topic5④どっかい 予習：「おねがいのことば」音声・意味確認 
復習：おねがいの内容を文から確認 

23 外国語と外国文化 2/4 Topic5④どっかい 予習：「じぶんの国の文化」ｲﾒｰｼﾞ・語彙準備 
復習：自分にとっての日本語の難しい点を確認 

24 外国語と外国文化 3/4 Topic5⑤さくぶん 予習:ｵﾝﾗｲﾝ教材「まるごと＋」Topic5 
復習：Topic5 ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝﾁｪｯｸ 

25 外国語と外国文化 4/4 Topic5⑤さくぶん・Topic5 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ 予習:Topic5 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ準備 
復習：Topic5ふりかえりシート 

26 そとで食べる 1/4 Topic6④どっかい 予習：「いろいろなイベント」音声・意味確認 
復習：告知、招待の文の例を考える 

27 そとで食べる 2/4 Topic6④どっかい 予習：「食べ物のことば」イメージ・語彙準備 
復習：味や色のことばの使い方を確認 

28 そとで食べる 3/4 Topic6④さくぶん 予習:ｵﾝﾗｲﾝ教材「まるごと＋」Topic6 
復習：Topic6 ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝﾁｪｯｸ 

29 そとで食べる 4/4 Topic6④さくぶん・Topic6 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ 予習:Topic6 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ準備 
復習：Topic6ふりかえりシート 

30 チェックテスト 期末チェックテスト 予習：ここまでの振り返り 

 


