
総合日本語 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/2単位 前学期集中   その他 - 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

安高 紀子 オフィス： ５号館 ４０４番室 

 

コーディネーター 

オフィス電話：03-5463-0646 

Ｅメール：yayoi@kaiyodai.ac.jp 

 

オフィスアワー： 水曜日 

12:00-13:00 

 

担当教員 

安高紀子 （窓口教員 大島弥生） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

初級・中級日本語を既に学んだ外国人留学生を対象に、本学で日本語母語話者とともに
勉学を進めるために必要なレベルの日本語力（書き言葉、話し言葉）を育成することを
目的とします。それにより、国際的コミュニケーションの基礎ともなる言語運用能力を
養います。 
同時に，グループ活動を通じて，協働作業の必要性とチームの中での個々の役割を学び
ます。 

 総合日本語 II、 III、 IVとあわせて受講し、日本語の総合力を身につけてほしい。 

A：コミュニケーション能力 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

話し言葉からレポートの文体までの様々な日本語を理解し，運用できるようにする。（Ａ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

話し言葉からレポートの文体までの様々な日本語を対象とします。 

   
  １. アカデミック･ジャパニーズ 
  ２. アカデミック・ジャパニーズ  
   ３． アカデミック・ジャパニーズ 
  ４. グループ討論 
  ５. グループ討論 
  ６. グループ討論 

  ７. レポート作成 
  ８. レポート作成 
  ９. レポート作成 
 10. トピック会話・スピーチ原稿 
 11. トピック会話・スピーチ原稿 
 12. プレゼンテーション・報告文 
 13. プレゼンテーション・報告文 

 14. プレゼンテーション・報告文 
 15. まとめテスト 

各回の課題を予習し，復習を通じて完

成させることを繰り返します。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

初回の授業で指定します。 

評価方法 評価基準 

試験のほか、作文等の課題、討論等学習活動への参加態度

によって評価する。  
評価は、課題提出 30％、活動参加 20％、期末試験 50％の割
合で総合的に評価する。評価の基準は、優：100-80点、良：
79-70点、可：69-60点、不可：59点以下とする。 
 

上記内容に関して，本学での学習の基礎となる日本語運用

能力を身につけたと判定された場合にのみ，60点以上の合
格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験の答案回収後、残り時間に模範解答の配布と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の返却を行う。 
 

履修上の注意点 

総合科目の一部の代替科目となります。履修ガイドの「外国人留学生の授業科目等の特例に関する取り扱い要領」を参照
のこと。 



総合日本語 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/2単位 後学期集中   その他 - 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

安高 紀子 オフィス：5号館 404室 

 

電話：03-5463-0646 

Ｅメール：yayoi@kaiyodai.ac.jp 

 

オフィスアワー：水曜日 

12：00～13：00 

 

担当教員 

安高紀子 （コーディネーター 大島弥生） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

留学生にとって間違いやすい文法事項の理解を強化します。同時に日本の新聞記事等の読
解や作文課題を通して、日本社会の理解と日本人の価値観を探ることを目的とした授業で
す。学習活動としては、新聞記事等の要旨を文章にまとめます。また、理解した内容を批
判的視点から検討し、自分自身の意見を文章にまとめ、それらを口頭発表します。海洋生
物の語彙と漢字の学習も毎回行います。 

Ａ：コミュニケーション能力 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

留学生にとって間違いやすい文法事項の理解を強化します。日本社会の理解を文章にまとめ、口頭発表できるようにしま
す。また、協働学習授業への参加を通して、社会的な学習環境を仲間と協働して創ることができようになることもめざし
ます。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

毎回の授業内容 
1-7:文法事項の理解の強化 
7-10:水産の記事を読み、語彙と漢字の学習を行う。 

10-15:今週の新聞記事を読解し、グループ討論を行う。 
   （要旨をまとめる・意見を書く・内容と意見を口頭で伝える） 

予習：指定された期間内の新聞記事を
読み、要旨とそれに対する自分の意見
をレポートにしておく。 

復習：ディスカッション後の自分の意
見と、事前レポートに対し指摘された
日本語の間違いや表現を修正した修正
レポートを提出する。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

 日本の主要な新聞の記事 (事件・文化・国際関係・海外事情） 

 文法・語彙リスト・擬音語・擬態語等の練習シート（毎回配布） 

評価方法 評価基準 

評価対象とするのは、次の２つです。 
 文法理解，新聞要旨のまとめと意見の表現（文章） 60％ 
 グループ討論への参加態度と口頭表現  40％ 
  評価基準 優：100点～80点 良：79点～70点 可：69点～
60点 不可：59点以下 

 

上記内容に関して，本学での学習の基礎となる日本語
運用能力を身につけたと判定された場合にのみ，60点
以上の合格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験の答案回収後、残り時間に模範解答の配布と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の返却を行う。 
 

履修上の注意点 

総合科目の一部代替科目となります。履修ガイドの「外国人留学生の授業科目等の特例に関する取り扱い要領」を参照し

てください。 



総合日本語 III 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/2単位 前学期集中   その他 - 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大島 弥生 オフィス：5号館 404室 

 

電話：03-5463-0646 

Ｅメール：yayoi@kaiyodai.ac.jp 

 

オフィスアワー：月曜日 

13：00～16：00 

 

担当教員 

大島弥生 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

与えられたテーマについてまとまりのある内容を口頭および文章で表現する力と、コミュ
ニケーションを円滑に進めるための会話力とストラテジーを養うことを目的とした授業
です。 
総合日本語１、２、４とあわせて受講し、日本語の総合的な力を身につけます。 

Ａ：コミュニケーション能力 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

まとまりのある内容を学問的日本語を使用して、口頭および文章で表現できるようになることが目標です。また、協働学

習授業への参加を通して社会的な学習環境を仲間と協働で創ることができようになることもめざします。（Ａ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

毎回の授業は、講義とピア活動（グループの話し合い）によって進めます。 
 １．文章構成のパターンを知る 
 ２．思考マップと構想マップを作る  
 ３．目標規定文を書く      
 ４．テーマについて問いを立てる 

 ５．レポートの構成を練る１ 
 ６．レポートの構成を練る２ 
 ７．アウトラインを書く１ 
 ８．アウトラインを書く２ 
 ９．パラグラフを書く１ 
１０．パラグラフを書く２ 

１１．ドラフトを書く１ 
１２・ドラフトを書く２ 
１３．プレゼンテーションの練習１ 
１４．プレゼンテーションの練習２ 
１５．まとめ（評価会） 

予習：予定されているテキストの課の
日本語が正確に読め、文章の意味が理
解できるようにしておく。 
復習：フィードバックにもとづいて文
章を修正し、提出する。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

「ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版」ひつじ書房，大島弥生ほか，\1600＋税を用いる予定 

評価方法 評価基準 

評価対象とするのは、次の２つです。 
 １）毎回の授業で提出する授業レポート 70％ 
 ２）討論活動への参加と口頭表現 30％ 
 評価の基準は、優：100～80 点 良：79～70 点 可：69
～60点 不可：59点以下とします。 

 

達成目標に関して，本学での学習の基礎となる日本語運用
能力を身につけたと判定された場合にのみ，60点以上の合
格点を与える。 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題等については、授業内で返却し、解説を行う 
 

履修上の注意点 

総合科目の一部の代替科目となります。履修ガイドの「外国人留学生の授業科目等の特例に関する取り扱い要領」を参照

してください。 



総合日本語 IV 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/2単位 後学期集中   その他 - 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大島 弥生 オフィス：５号館 ４０４番室 

 

オフィス電話：03-5463-0646    

Eメール： yayoi@kaiyodai.ac.jp 

 

オフィスアワー： 月曜日 

12:00-13:00 

 

担当教員 

大島弥生 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 初級・中級日本語を既に学んだ外国人留学生を対象に、本学で日本語母語話者とともに
勉学を進めるために必要なレベルの日本語力（書き言葉、話し言葉）を育成することを目
的とします。それにより、国際的コミュニケーションの基礎ともなる言語運用能力を養い
ます。同時に，グループ活動を通じて協働の必要性を学び，チームにおける個々の役割を
知ります。 
 総合日本語 I、 III、 IVとあわせて受講し、日本語の総合力を身につけてほしい。 

A：コミュニケーション能力 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

大学授業で必要な書き言葉の日本語を使いこなせるようになる。（Ａ） 
日本語の書籍の読解力を見につけ，読解内容を説明し，発表できるようになる。（Ａ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

  総合日本語１と同様に、話し言葉からレポートの文体まで様々な日本語を
対象とした学習を行います。 
  １. 大学で必要な語彙・フレーズ 

  ２. 大学で必要な語彙・フレーズ 
  ３. 大学で必要な語彙・フレーズ 
  ４. ブック・トーク 
  ５. ブック・トーク 
  ６. ブック・トーク 
  ７. ポスター発表 

  ８. ポスター発表 
  ９. ブック・レポートの書き方 
 10. テーマ討論の方法・テーマ作文（文章構造） 
 11. テーマ討論の方法・テーマ作文（文章構造） 
 12. テーマ討論の練習・プレゼンテーション・内省レポート 
 13. テーマ討論の練習・プレゼンテーション・内省レポート 

 14. テーマ討論の練習・プレゼンテーション・内省レポート  15. まとめ

テスト 

毎回の課題について予習して準備し，
復習によって完成させることを繰り返
します。 

グループでの討論と発表について，毎
回準備が必要です。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

 初回の授業で指定します。 

評価方法 評価基準 

試験のほか、発表・作文等の課題、討論等学習活動への参
加態度によって評価する。  

評価は、課題提出 30％、活動参加 20％、期末試験 50％の割
合で総合的に評価する。評価の基準は、優：100-80点、良：
79-70点、可：69-60点、不可：59点以下とする。 
 

上記内容に関して，本学での学習の基礎となる日本語運用
能力を身につけたと判定された場合にのみ，60点以上の合

格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題等については、授業内で返却し、解説を行う。 

 

履修上の注意点 

総合科目の一部の代替科目となります。履修ガイドの「外国人留学生の授業科目等の特例に関する取り扱い要領」を参照
のこと。 



日本語演習 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 前学期集中   その他 否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大場 理恵子 オフィス：５号館 ４０４番室 

 

オフィス電話： 03-5463-0646    

Ｅメール： yayoi@kaiyodai.ac.jp 

 

オフィスアワー： 木曜日 

12:00-13:00 

 

担当教員 

大場理恵子 （連絡担当：大島弥生） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

外国人留学生２年次生を対象に専門分野の勉学に必要なレベルの日本語力（書き言葉、
話し言葉）を育成することを目的とします。教材を通じて学術分野の日本語に慣れ、自
己学習の習慣と問題解決能力を身につけます。それにより、国際的コミュニケーション
の基礎ともなる言語運用能力を養います。 

A：コミュニケーション能力, 
G：演習実習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

大学の専門分野での学習に必要な日本語（書き言葉，口頭表現）を身につける。(A) 

グループ活動を通じて，協働的な問題解決の過程を理解し，やり方を身につける。(G) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

一般から学術専門分野の日本語までの様々な文体を扱います。 
   １． 専門分野の語彙 
   ２． 専門分野の語彙 
   ３． 定義の表現（口頭・テキスト） 
   ４． 比較の表現（口頭・テキスト） 

   ５． 理由・根拠の表現（口頭・テキスト） 
   ６． 理由・根拠の表現（口頭・テキスト） 
   ７． 論文の表現（１） 
   ８． 論文の表現（２） 
   ９． 論文の表現（３） 
   10．科学論文の形式（１） 

   11．科学論文の形式（２） 
   12．科学論文の形式（３） 
   13．テーマ討論（１） 
   14．テーマ討論（２） 
   15．試験 

毎回，課題について予習し，復習を通
じて完成させる。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

初回の授業で指定します。 

評価方法 評価基準 

試験のほか、作文等の課題、討論等学習活動への参加態度
によって評価する。  
評価は、課題提出 30％、活動参加 20％、期末試験 50％の割
合で総合的に評価する。評価の基準は、優：100-80点、良：
79-70点、可：69-60点、不可：59点以下とする。 

 

上記内容に関して，本学での学習の基礎となる日本語運用
能力を身につけたと判定された場合にのみ，60点以上の合
格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 
 

履修上の注意点 

総合科目の一部の代替科目となります。履修ガイドの「外国人留学生の授業科目等の特例に関する取り扱い要領」を参照

のこと。 



日本語演習 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 後学期集中   その他 否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大場 理恵子 オフィス：5号館 404室  電話：03－5463－0646 

 Ｅメール：yayoi@kaiyodai.ac.jp 

 

オフィスアワー：木曜 

13：00～14：00 

 

担当教員 

大場理恵子 （連絡担当：大島弥生） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

外国人留学生 2年次生を対象に、専門分野の勉学に必要なレベルの日本語力（書き言葉・
話し言葉）を身につけることを目的とします。日本語演習１に引き続き、オリジナル教材
を通じて学術分野の日本語の運用力を高め、自己学習の習慣と問題解決能力を身につけ、
国際的なコミュニケーションの基礎ともなる言語運用力を養います。 

Ａ：コミュニケーション能力 
Ｇ：演習・実習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

科学技術日本語の表現を正しく理解し、自分の学習レポートやグループ討論に適切に使用できるようになることが目標で

す。（A) 
また、協働学習授業への参加を通して、社会的な学習環境を仲間と協働して創ることができようになることもめざします。
（G) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

 日本語演習 1 の後半として、専門分野の文献を参考に専門日本語の読解と文
章表現学習を行います。 
 １．論文要旨（読解） 

 ２．論文要旨（表現練習） 
 ３．論文要旨（文章練習） 
 ４．論文要旨（文章練習） 
 ５．研究背景（読解） 
 ６．研究背景（表現分析） 
 ７．研究背景（表現練習） 

 ８．研究方法（読解） 
 ９．研究方法（表現分析） 
１０．研究結果（表現練習） 
１１．研究結果（読解） 
１２．研究結果（表現分析） 
１３．研究結果（表現練習） 

１４．考察（読解） 

１５．考察（読解） 
 

予習：予定されたテキストの課の日本
語が正確に読め、意味が理解できるよ
うにしておく。 

復習：各課の応用課題シート（復習問
題）を記入し、翌週の授業のときに提
出する。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキストについては、初回の授業で指示します。 

評価方法 評価基準 

 毎回の授業で使用する課題シート 30％ 

 毎回の授業後に提出する確認のための練習問題  50％ 
グループ報告時の口頭表現    20％   

 評価の基準は、優：100～80 点 良：79～70 点 可：69
～60点 不可：59点以下とします。 
 

達成目標に関して，本学での学習の基礎となる日本語運用

能力を身につけたと判定された場合にのみ，60点以上の合
格点を与える。 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 
 

履修上の注意点 

総合科目の一部の代替科目となります。履修ガイドの「外国人留学生の授業科目等の特例に関する取り扱い要領」を参照
してください。 



論文のための日本語 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ３年/選択/1単位 前学期集中   その他 可（相談すること） 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小熊 利江 オフィス：5号館 404室 Ｅメール：yayoi@kaiyodai.ac.jp 

電話：03－5463－0646 

 

オフィスアワー：月曜・水

曜 12：00～13：00 

 

担当教員 

小熊利江 （連絡担当：大島弥生） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

外国人留学生 3年次生を対象に、専門分野の勉学に必要な、より高度なレベルの日本語
力（書き言葉・話し言葉）を身につけることを目的とします。（A) 
水産関係の文章をしようして専門日本語の表現に慣れ、使えるようになることがねらい
です。また、自己学習の習慣と問題解決能力を見につけるようにします。（G) 
 

Ａ：コミュニケーション能力， 
Ｇ：演習・実習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

専門分野の学習に必要な日本語表現（書き言葉・口頭表現）が、自分の学習レポートにおいて適切に使用できるようにな
ることが目標です。グループ活動を通じて，協働的な問題解決の方法を身につけます。（Ａ,Ｇ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

水産分野の文献の内容理解と表現の学習を行います。 
 １．レビュー論文（読解とまとめ）１ 
 ２．レビュー論文（読解とまとめ）２ 
 ３．レビュー論文（読解とまとめ）３ 

 ４．文献報告（口頭） １ 
 ５．文献報告（口頭） ２ 
 ６．文献報告（口頭） ３ 
 ７．文献報告（レジュメ・口頭発表）１ 
 ８．文献報告（レジュメ・口頭発表）２ 
 ９．研究計画１ 

１０．研究計画２ 
１１．研究計画３ 
１２．研究計画（計画書と口頭発表）１ 
１３．研究計画（計画書と口頭発表）２ 
１４．研究計画（計画書と口頭発表）３ 
１５．試験 

毎回，課題について予習・復習が課さ
れます。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

専門分野の論文を使用します。 

評価方法 評価基準 

以下の２つを評価対象とします。  
 毎回の授業で課題とする練習問題・試験問題 60％   
 専門分野の内容をトピックとした課題レポート・発表 40％ 
評価の基準は、優：100～80 点 良：79～70 点 可：69～60 点 

不可：59点以下とします。 
 

達成目標に関して，本学での学習の基礎となる日本語
運用能力を身につけたと判定された場合にのみ，60点
以上の合格点を与える。 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 
 

履修上の注意点 

総合科目の一部の代替科目となります。履修ガイドの「外国人留学生の授業科目等の特例に関する取り扱い要領」を参照
してください。 



論文のための日本語 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ３年/選択/1単位 後学期集中   その他 可（相談すること） 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小熊 利江 オフィス：5号館 404室 Ｅメール：yayoi@kaiyodai.ac.jp 

電話：03－5463－0646 

 

オフィスアワー：月曜 

12：00～13：00 

 

担当教員 

小熊利江 （連絡担当：大島弥生） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

外国人留学生 3年次生を対象に、専門分野の勉学に必要な、より高度なレベルの日本語
力（書き言葉・話し言葉）を身につけることを目的とします。(A) 
専門日本語の表現に慣れ、使えるようになることがねらいです。また、自己学習の習慣
と研究場面での問題解決能力を見につけるようにします。(G) 
 

Ａ：コミュニケーション能力， 
Ｇ：演習・実習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

専門分野の学習に必要な日本語表現（書き言葉・口頭表現）が、自分の学習レポートにおいて適切に使用できるようにな
ることが目標です。（A) 
また、協働学習授業への参加を通して、社会的な学習環境・研究環境を仲間と協働して創ることができようになることも
めざします。（G） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

 論文のための日本語 1 に続く段階として、専門分野の文献の内容理解と表現
の学習を行います。 

 １．レビュー論文（読解とまとめ）１ 
 ２．レビュー論文（読解とまとめ）２ 
 ３．レビュー論文（読解とまとめ）３ 
 ４．文献報告（口頭） １ 
 ５．文献報告（口頭） ２ 
 ６．文献報告（口頭） ３ 

 ７．文献報告（レジュメ・口頭発表）１ 
 ８．文献報告（レジュメ・口頭発表）２ 
 ９．研究計画１ 
１０．研究計画２ 
１１．研究計画３ 
１２．研究計画（計画書と口頭発表）１ 

１３．研究計画（計画書と口頭発表）２ 

１４．研究計画（計画書と口頭発表）３ 
 

予習：事前に課題論文として提示した
論文の研究概要を読み取っておく（予

習用シート記入）。 
復習：論文の概要と語彙・表現リスト
を作成し、レポートにまとめて提出す
る。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

専門分野の論文を使用します。その他のテキストは初回授業で指定します。 

評価方法 評価基準 

以下の２つを評価対象とします。  

 毎回の授業で課題とする練習問題と試験 60％   
 専門分野の内容をトピックとした課題レポート 40％ 
評価の基準は、優：100～80 点 良：79～70 点 可：69～
60点 不可：59点以下とします。 
 

上記内容に関して，本学での学習の基礎となる日本語運用

能力を身につけたと判定された場合にのみ，60点以上の合
格点を与える。 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 
 

履修上の注意点 

総合科目の一部の代替科目となります。履修ガイドの「外国人留学生の授業科目等の特例に関する取り扱い要領」を参照
してください。 



日本事情 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/2単位 前学期集中   その他 － 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大島 弥生 オフィス：5号館 404番室 

 

オフィス電話：03-5463-0646 

Ｅメール：yayoi@kaiyodai.ac.jp 

 

オフィスアワー：月曜日 

12:00-13:00 

 

担当教員 

大島弥生 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

日本人の学生と共に勉学するのに支障のないように、日本人の同級生が高等学校教育ま
でに身につけた日本の自然、社会、産業などに関する基礎的な知識を習得することが目
的です。それにより、国際的なことがらについての知識とコミュニケーションの基礎的
能力を養います。 

A：コミュニケーション能力, 
K：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

日本の自然、社会、産業などに関する基礎的な知識を習得し（K)，それについて日本語で説明できるようになることをめ

ざします（A)。グループ活動を通じて，協働的な問題解決の方法を身につけます（A）。 

授業の計画 予習・復習のあり方 

平易な日本語で書かれたテキスト、地図、およびビデオ等を用いて、日本の地
理的特徴、産業、人々の生活等について概観し、それを通して日本社会を考察
します。 
  １．日本の地理的特徴 
  ２．日本の地理的特徴 

  ３．日本の地理的特徴 
  ４．日本の農業と水産業 
  ５．日本の農業と水産業 
  ６．日本の農業と水産業 
  ７．日本の工業 
  ８．日本の工業 

  ９．日本の工業 
   10．日本社会 
   11．日本社会 
   12．日本社会 
   13．日本と周辺の国 
   14．日本と周辺の国 

   15．試験 

毎回の課題について予習・復習を課し
ます。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

自主教材・地図帳・ビデオ等を使用します。 

評価方法 評価基準 

試験のほか、レポート等の課題、討論等学習活動への参加
態度によって評価する。  
評価は、課題提出 30％、活動参加 20％、期末試験 50％の割

合で総合的に評価する。評価の基準は、優：100-80点、良：
79-70点、可：69-60点、不可：59点以下とする。 
 

達成目標に関して，本学での学習の基礎となる日本語運用
能力・日本社会の理解力を身につけたと判定された場合に
のみ，60点以上の合格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う 
 

履修上の注意点 

総合科目の一部の代替科目となります。履修ガイドの「外国人留学生の授業科目等の特例に関する取り扱い要領」を参照
してください。 



日本事情 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/2単位 後学期集中   その他 - 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大島 弥生 オフィス：5号館 404番室 

 

オフィス電話：03-5463-0646 

Ｅメール：yayoi@kaiyodai.ac.jp 

 

オフィスアワー： 月曜日 

12:00-13:00 

 

担当教員 

大島弥生 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

日本人の学生と共に勉学するのに支障のないように、日本人の同級生が高等学校教育ま
でに身につけた日本の文化、精神、生活などに関する基礎的な知識を習得することが目
的です。それにより、国際的なことがらについての知識とコミュニケーションの基礎的
能力を養います。 

A（コミュニケーション能力）, 
K（総合的判断） 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

日本の文化、精神、人々の生活等について概観し、それを日本語で説明する。（A） 

それを通して日本社会について多面的に考察できるようになる。（K) 
グループ活動を通じて，協働的な問題解決の方法を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

 平易な日本語で書かれたテキスト、資料、およびビデオ等を用いて、日本の
文化、精神、人々の生活等について概観し、それを通して日本社会を考察しま
す。 
  １．日本文化（古代） 

  ２．日本文化（中世） 
  ３．日本文化（近代） 
  ４．日本文化（現代） 
  ５．日本生活 
  ６．日本生活 
  ７．日本生活 

  ８．日本社会 
  ９．日本社会 
    10．日本人の意識構造 
    11．日本人の意識構造 
    12．日本人の意識構造 
    13．日本の現代文化 

    14．日本の現代文化 

    15．試験 

毎回の課題について予習・復習を課す。
与えられた課題について，自身の考え
をまとめ，発表や討論を行うので，そ
の準備をしてくる。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

自主教材やビデオを使用します。 

評価方法 評価基準 

試験のほか、レポート等の課題、討論等学習活動への参加
態度によって評価する。  

評価は、課題提出 20％、口頭発表などの活動参加 30％、期
末試験 50％の割合で総合的に評価する。評価の基準は、優：
100-80 点、良：79-70 点、可：69-60 点、不可：59 点以下
とする。 
 

上記内容に関して，本学での学習の基礎となる日本語運用
能力と日本社会の理解力を身につけたと判定された場合に

のみ，60点以上の合格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題やテスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 
 

履修上の注意点 

総合科目の一部の代替科目となります。履修ガイドの「外国人留学生の授業科目等の特例に関する取り扱い要領」を参照
してください。 



日本事情 III 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/2単位 前学期集中   その他 可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大島 弥生 オフィス：5号館 404室 03－5463－0646 

yayoi@kaiyodai.ac.jp 

オフィスアワー：月曜 

13：00～16：00 
 

担当教員 

大島弥生 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

この授業では、「グローバル化」、「複雑化」、「高度化」、「価値の多様化」などの特徴をも

つ現代社会に生きる人々が、日々直面する解決困難な問題に対処するために必要となる社
会的技術としてのコミュニケーション力について考えます。具体的には、近年、多分野で
注目されつつある「協働の概念」の理解をもとに、文化歴史的背景の異なる人同士がコミ
ュニケーション活動を通して、互いの違いに気づき、互いの異なりを受容し、やがて両者
にとっての新たな第三の価値を創造していくプロセスを体験的に学びます。 
 授業方法は、講義を含む参加型学習とします。また、本授業は、留学生科目と同時開講
します。 コミュニケーションコンフリクトの話題のケースをもとに、異なる背景を持つ

者同士のコミュニケーション活動（留学生と日本人学生とのロールプレイやディスカッシ
ョンなど）を通した学びによって、コミュニケーションについての概念的理解だけでなく
実践的理解を求めます。 
 

Ａ：コミュニケーション能力 

Ｅ：専門知識 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

協働的コミュニケーションの概念の理解をもとに、自身の実生活上での具現化の方法が見出せることを到達目標としま

す。（A,E) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

半期の授業なので、コミュニケーション論の全体に触れることはできませんが、
できるだけ広い視点から捉えられるようにします。   
 １．コミュニケーションの定義と類型   
 ２．アサーション 
 ３．自己開示と自己呈示 

 ４．アイデンティティ 
 ５．非言語コミュニケーション 
 ６．ステレオタイプ 
 ７．異文化コンフリクト １ 
 ８．異文化コンフリクト ２ 
 ９．協調的交渉１ 

１０．協調的交渉２ 
１１．サイエンスコミュニケーション１ 
１２．サイエンスコミュニケーション２ 
１３．まとめ 

予習：毎回の授業テーマについて１分
程度でまとまった自分の意見が言える
ように、ディスカッション参加の準備
をしておく。 
復習：授業のふりかえりを「内省シー

ト」にまとめて提出する。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

特に指定しません。適宜資料を配布します。授業の中で何冊かの推薦図書を紹介します。 

評価方法 評価基準 

 評価の方法は、ポートフォーリオ評価（学習記録ファイルを評
価）を中心とします。毎回の授業後に提出する内省レポートによ
って、理解度と学習への参加度（実践可能性）を評価します。ま
た、最終授業において、これまでの内省レポートの全体振り返り
を行い，相互的な理解を評価します。 毎回の内省レポート 80％   
全体振り返りレポート 20％ 

 評価の基準は、優：100～80点 良：79～70点 可：69～60点 
不可：59点以下とします。 
 

達成目標に関して，毎回の授業の活動に参加したう
えで，内省レポートに十分に理解を表明したものに
対してのみ，60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

書かれた課題については、授業内で返却し、解説を行う。 
 

履修上の注意点 

とくになし。 



日本事情 IV 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/2単位 後学期集中   その他 可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大島 弥生 オフィス：5号館 404番室 

 

オフィス電話： 03-5463-0646 

Ｅメール： yayoi@kaiyodai.ac.jp 

 

オフィスアワー： 水曜日

の 12:00-13:00，および

16:30-17:30 
 

担当教員 

大島弥生 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

日本社会を異なった社会を比較することにより、それぞれの社会の持つ特徴や傾向を見
る眼を養うとともに、自分の属する社会に対する理解を深めます。同時に、日本社会の
様々な側面について調べ、参加者間で意見を交換し、発表する力を養います。このよう
な授業を通じて、国際的な文化や政策を理解するための基盤を作ります。 

A：コミュニケーション能力,  
E：専門知識 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

日本社会とそれ以外の社会を見る視点を獲得する。（E) 

さまざまな参加者の間で討論や発表を協働して遂行する能力を獲得する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

 人間が作る集団、発想、行動様式、表現方法等を含む様々なテーマについて
事例に当たり、個人が置かれている社会的状況やその背景にある要素を考察し、
日本社会とそれ以外の社会の間の相違点が認識できるようにします。 
さらに、テーマに関する討論などの毎回の活動と複数回のレポート作成の中で、
自分自身が置かれた社会的状況を客観的に把握して説明することを通じ、国際

的な諸事情を理解し、情報発信を行うための基礎的な能力を育成します。 
１．オリエンテーション 
２．社会／集団／文化 
３．国／家族／言葉／私 
４．国／家族／言葉／私 
５．移動と役割期待 

６．移動と役割期待 
７．集団とメンバーシップ 
８．集団とメンバーシップ 
９．メディアの言葉 
１０．メディアの言葉 
１１．日本を語る 

１２．日本を語る 

１３．日本を語る 
１４．日本を語る 
１５．総括・試験 
 

毎回，課題について予習し，授業後に
復習を通じて完成させることを繰り返
します。 
次週の討論課題を発表するので，毎回
の授業の前に，各自で十分に話す内容

を考えてきてください。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書については、最初の授業で指示する。適宜、ハンドアウトも配布する。 

評価方法 評価基準 

各回のワークシート提出（４０％），レポートおよび各回の
授業での討論，グループ発表などの活動での能動的参加と
理解表明（４０％）期末試験（３０％）により，評価する。
４回以上の欠席は不可とする。 

上記の達成目標の内容に関して，自文化と異文化を理解す
る視点とグループにおいて協働的に活動を遂行する能力を
身につけたと判定された場合にのみ，60点以上の合格点を
与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

書かれた課題については、授業内で返却し、解説を行う。 
試験の答案回収後、残り時間に模範解答の配布と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の返却 
を行う。 
 

履修上の注意点 

留学生の履修を歓迎する。 



日本水産事情 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆専門科目◆ ２年/選択/2単位 前学期集中   その他 可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

酒井 久治 1号館 308号室 03-5463-0484 

sakai9@kaiyodai.ac.jp 

時間：随時 

場所：1号棟 308号室 
 

担当教員 

酒井 久治 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

この科目は外国人留学生向けの科目です。この授業のねらいは，皆さんが本学で勉強・研究する

者にとって欠かすことのできない水産に関する基礎的事項を習得することであり，専門科目を履
修する前に，水産に関連した基礎知識を習得することを目的にしています。ここでは，海，水産
生物および分類，漁具漁法，漁船，水産機械，栽培漁業，資源管理，流通などに関する基礎知識
や，水産業を取り巻く関連知識の修得に努めます。具体的には，海洋の概要，水産有用生物の分
類，マグロ，カツオ，イカ，サケ，アジ・サバ・イワシ，カニ・エビ生産，栽培漁業，各種養殖
漁業，缶詰製造，カツオ節製造，スリミ製造，魚油・魚粉製造，鮮魚流通，水産加工品流通を解
りやすく解説します。１コマで完結する授業構成とし，授業は 30分程度のビデオ，DVD，パワー

ポイントの聴視したあと，60分程度の解説をします。 

Ｄ：（水産海洋基礎） 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

日本の水産業（漁業，養殖，加工，流通）の基礎的事項を説明できるようになる。（D） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

上記の目標を達成するために，授業形態は１回完結の内容とし，プリント，テ
キスト，ビデオ教材を多用し，理解度の向上を図ります。したがって，授業は

教授３０分，ビデオ３０分，質疑応答３０分の構成です。また，授業の一環と
して，見学などを計画しています。更に，各人が母国の水産事情について発表
します。 
1.海洋の概要 
2.水産有用生物の分類 
3.マグロ 

4.カツオ 
5.イカ 
6.サケ 
7.アジ・サバ・イワシ 
8.カニ・エビ 
9.栽培漁業 
10.各種養殖漁業 

11.缶詰製造 
12.カツオ節製造 
13.スリミ製造 
14.魚油・魚粉製造 
15.鮮魚流通，水産加工品流通 
授業の進捗状況により変更する場合があります。 

予習のあり方 
・事前にテキストを読んでおくことが

望ましい。 
復習のあり方 
・授業で説明された内容を整理および
理解すること。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

プリントを配布する。 
 

評価方法 評価基準 

成績は，定期試験（60％），レポート（40％）で評価する。 
 

定期試験，レポートとも「日本の水産業（漁業，養殖，加
工，流通）の理解において，概要を記述できるか」に関し
て評価し，達成目標をクリアしている場合のみ 60点以上の

合格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。 
 

履修上の注意点 

所属学科の専門分野だけでなく，水産全般の知識を吸収するように努めること。 

 



日本海洋事情 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆専門科目◆ ２年/選択/2単位 後学期集中   その他 可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

酒井 久治 1号館 308号室 03-5463-04841 

sakai9@kaiyodai.ac.jp 

時間：随時 

場所：1号棟 308号室 

 
 

担当教員 

酒井 久治 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

この科目は外国人留学生向けの科目です。この授業のねらいは，皆さんが本学で勉強・研究する
者にとって欠かすことのできない海洋および海洋産業に関する基礎的事項を習得することであ
り，専門科目を履修する前に，水産に関連した基礎知識を習得することを目的にしています。こ
こでは，海洋エネルギー，海運および海運が地球環境に及ぼす影響や防止技術などの海洋産業を
取り巻く関連知識の修得に努めます。具体的には，海洋の概要，海洋エネルギー発電（洋上風力
発電，波力発電，潮汐発電，潮流海流発電，濃度差発電），海上輸送（コンテナ輸送，原油輸送，
LNG 輸送，バラ積み輸送，セメント輸送，RORO 輸送），原動機からの排ガスの排出，バラスト水

汚染，油水および汚水排出汚染などの原理，メカニズム，問題点などを解説します。１コマで完
結する授業構成とし，授業は 30 分程度のビデオ，DVD，パワーポイントの聴視したあと，60 分
程度の解説をします。 

Ｄ：（水産・海洋基礎） 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

海洋産業の現状，システムを説明できるようになる。（D） 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

上記の目標を達成するために，授業形態は１回完結の内容とし，プリント，テ
キスト，ビデオ教材を多用し，理解度の向上を図ります。したがって，授業は
教授３０分，ビデオ３０分，質疑応答３０分の構成です。また，授業の一環と
して，見学などを計画しています。更に，各人が母国の水産事情について発表
します。 

1.海洋の概要 
2.洋上風力発電 
3.波力発電 
4.潮汐発電 
5.潮流海流発電 
6.濃度差発電 

7.コンテナ輸送 

8.原油輸送 
9.LNG輸送 
10.バラ積み輸送 
11.セメント輸送 
12.RORO輸送 
13.原動機からの排ガスの排出 
14.バラスト水汚染 

15.油水および汚水排出汚染 
なお，授業の進捗状況により変更する場合があります。 

予習のあり方 
・事前にテキストを読んでおくことが
望ましい。 
復習のあり方 
・授業で説明された内容を整理および

理解すること。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

プリントを配布する。 

評価方法 評価基準 

成績は，定期試験（60％），レポート（40％）で評価する。 

 
定期試験，レポートとも「日本の海洋エネルギー，海運お

よび海運が地球環境に及ぼす影響や防止技術の理解におい
て，概要を記述できるか」に関して評価し，達成目標をク
リアしている場合のみ 60点以上の合格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。 

履修上の注意点 

所属学科の専門分野だけでなく，水産全般の知識を吸収するように努めること。 

 


