
授業科目名 subject
〔英文名〕

　日本－日本の消費文化－
［Japan-Anthropology of Japanese Consumer Culture-］

必修／選択 選択

単位 credit ２単位（２ Credits）

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

諏訪　淳一郎（SUWA Junichiro 国際連携本部）

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

曜日 day 火曜日(Tuesday)

時限 period ９・１０時限(16:00～17:30)

授業の概要
course description

「変身」と「蕩尽」をキーワードに各論的に進めていきます。Transformation
and Consumption are the keywords for the topics.

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

文化人類学の思考法によって、日本の文化が消費によって成り立っている側面
について、具体的な事例に触れながら理解します。
From a point of view of cultural anthropology consumer culture in Japan
is learned through a variety of contemporary topics.

授業の内容予定
schedule of the class

１．序論 　Introduction
２．アニメ『千と千尋の神隠し』 　Anime: Spirited Away
３．変身（制服、アイドル、化粧など）
Transformation and Kawaii (school uniform. idol, cosmetics etc)
４．蕩尽（グルメ、伝統芸能など）
Consumption (gourmet, traditional performative arts, etc)

準備学習（予習・復習）
等の内容

配布資料を読んでおく（予習）。
Read handouts.
授業内容に関して独自に深めながら学習する（復習）。
Study for essay.

教材・教科書 text 『千と千尋の神隠し』スタジオジブリSpirited Away

参考文献 references 授業で適宜紹介します。 To be introduced in class

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

中間テスト＋最終レポート
In-class test & final essay.

授業形式・形態及び授業
方法
class format

英語と日本語を用いた講義です。
This course is taught in English and Japanese bilingually.

留意点・予備知識
remarks

Office hour

Ｅ-mail address suwa@hirosaki-u.ac.jp

英語による授業（教養教育科目） INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

対象学生
enrollment
restrictions
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授業科目名 subject
〔英文名〕

グローバル社会・経済-Human conditions: An anthropological perspective-
 [Global Society/Human conditions: An anthropological perspective］

必修／選択 選択

単位 credit ２単位（２ Credits）

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

諏訪　淳一郎（SUWA Junichiro 国際連携本部）

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

曜日 day 月曜日(Monday)

時限 period ７・８時限(14:20～15:50)

授業の概要
course description

Lectures are to be reflected by short essays and discussions.

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

Cultural anthropology is a study of human condition, i.e. what makes
homo sapiens as a human being. With given teaching materials, students
are expected to develop their own point of view of human condition in
global perspective.

授業の内容予定
schedule of the class

 1. Introduction
 2.-4. Language, mind and human conditions
 5.-7. Economy, ecology and human conditions
 8.-10. Worldview, art and human conditions
 11.-14. Development and human conditions
 15. Conclusion

準備学習（予習・復習）
等の内容

Reading materials. Reflections on in-class essay and discussion.

教材・教科書 text TBA

参考文献 references TBA

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

Essays and Discussions

授業形式・形態及び授業
方法
class format

Lecture, essay writing, reflection and discussion.　Materials may
contain audiovisuals.

留意点・予備知識
remarks

Students can submit their class work in Japanese.

Office hour By appointment.

Ｅ-mail address suwa@hirosaki-u.ac.jp

英語による授業（教養教育科目） INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

対象学生
enrollment
restrictions
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授業科目名 subject
〔英文名〕

　青森エクスカーション
［Making ethnography of local issues］

必修／選択 選択

単位 credit ２単位（２ Credits）

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

諏訪　淳一郎（SUWA Junichiro 国際連携本部）

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

曜日 day 水曜日(Wednesday)

時限 period ７・８時限(14:20～15:50)

授業の概要
course description

Students are expected to design a research, conduct a field research
and complete an ethnography.

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

Students will learn how to make ethnographic work of individually
designed research topic in participant observation around the Tsugaru
region.

授業の内容予定
schedule of the class

1. General instructions
 2. Advisesin choosing a research topic
 3. Fieldwork to be individually conducted
 4. Instructions in compiling ethnographic material

準備学習（予習・復習）
等の内容

Students must be sure about topic that she/he wishes to research in
field.

教材・教科書 text
None. I do not want to confine my students with ready-made ideas on
this.

参考文献 references Recommended readings will be introduced during the class.

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

In-class participation and final project will be evaluated.

授業形式・形態及び授業
方法
class format

Lecture on ethnographic research, individual/group consultation, and
students' field research.

留意点・予備知識
remarks

Although ethnography can be submitted in Japanese, this course is taugh
in English basically.
 Class size may not exceed 10 students. 履修制限：約１０名。

Office hour By appointment.

Ｅ-mail address suwa@hirosaki-u.ac.jp

英語による授業（教養教育科目） INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

対象学生
enrollment
restrictions
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授業科目名 subject
〔英文名〕

　日本－日本文学とアイデンティティーの形成－
［Modern Japanese literature and the formation of identity ］

必修／選択 選択

単位 credit ２単位（２ Credits）

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

サワダ ハンナ ジョイ（国際連携本部）
Hannah Joy Sawada　 （Dept. of Int. Education and Collaboration）

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

曜日 day 火曜日(Tuesday)

時限 period ５・６時限(12:40～14:10)

授業の概要
course description

The formation of Japanese identity will be considered by discussing
assigned texts and examining related resources, as well as viewing
screen versions of selected works.
テキストについてのディスカッション、関連資料の解読に加え、映画を鑑賞す
ることを通してアイデンティティの形成を考察します。

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

The activities undertaken aim to deepen participants'　undertanding of
the insights which the works that are covered offer.　取り組むアクティ
ビティを通して作品の理解を深めます。

授業の内容予定
schedule of the class

Session 1: Introduction
 Sessions 2～4: The Broken Commandment『破戒』
Sessions 5～6：Foreign Studies 『留学』
Sessions 7～9：No Longer Human 『人間失格』
Sessions 10～11: A Personal Matter 『個人的体験』
Sessions 12～14：Deep River 『深い河』
Session 15　Essay Writing

準備学習（予習・復習）
等の内容

Students　will be required to read literary works and prepare for the
discussions to be held at each session.学生は作品を読み、毎回行われる
ディスカッションの準備をします。

教材・教科書 text Literary works will be lent out.文学作品を貸します。

参考文献 references

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

Evaluation will be based on class participation and a final essay.
評価は授業参加とレポートによって行われます。

授業形式・形態及び授業
方法
class format

Classes will be taught bilingually, in Japanese and English.
授業は日本語と英語の両方で行われます。

留意点・予備知識
remarks

Class capacity: 20, including up to 5 Japanese students.
定員:20名、内日本人学生を5名までとする。
日本人学生はToeic550相当の英語力を要する。登録を希望する学生は1回目の授
業で教員にスコアを提示し、許可を得てください。

Office hour Wednesday 14:20～15:50

Ｅ-mail address hannah@hirosaki-u.ac.jp

英語による授業（教養教育科目） INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

対象学生
enrollment
restrictions
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授業科目名 subject
〔英文名〕

　日本－日本の女性による文学－
［Japanese women writers and their literature ］

必修／選択 選択

単位 credit ２単位（２ Credits）

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

サワダ ハンナ ジョイ（国際連携本部）
Hannah Joy Sawada　 （Dept. of Int. Education and Collaboration）

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

曜日 day 木曜日(Thursday)

時限 period ５・６時限(12:40～14:10)

授業の概要
course description

Participants will read works by Japanese women writers that reflect the
evolution of gender roles from the Meiji era to the present. 明治時代か
ら今日までのジェンダーロールの進化を反映する女性作家による作品を読みま
す。

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

We will discuss the works under consideration and watch their screen
versions in order to reach a deeper understanding of what they convey.
 作品に関するディスカッションをもち、映画を見ながら内容の理解を深めま
す。

授業の内容予定
schedule of the class

Session 1: Introduction
 Sessions 2～3：House of the Sleeping Beauties『眠れる美女』
Sessions 4～6：Sandakan Brothel No.8 『サンダカン八番娼館』
Sessions 7～8：The Waiting Years 『女坂』
Sessions 9～11：The Twilight Years 『恍惚の人』
Sessions 12～14：Woman on the Other Shore 『対岸の彼女』
Session 15:Essay writing

準備学習（予習・復習）
等の内容

Students are required to read and prepare for discussions held in each
session.
学生は作品を読み、授業で行うディスカッションの準備をします。

教材・教科書 text Books will be lent out.文学作品を貸し出します。

参考文献 references

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

Evaluation will be based on class participation and a final essay. 評価
は授業参加とレポートに基づき、行われます。

授業形式・形態及び授業
方法
class format

Classes will be conducted　bilingually, in Japanese and English. 授業は
日本語と英語の両方で行います。

留意点・予備知識
remarks

Class capacity: 20, including up to 5 Japanese students.
定員：20名、内日本人学生を5名までとする。
 日本人学生はToeic550相当の英語力を要する。登録を希望する学生は一回目の
授業で教員にスコアを提示し、許可を得て下さい。

Office hour Wednesday　14:20～15:50

Ｅ-mail address hannah@hirosaki-u.ac.jp

英語による授業（教養教育科目） INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

対象学生
enrollment
restrictions
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授業科目名 subject
〔英文名〕

　津軽近代文化史
［Survey of the Modern Cultural History of Tsugaru ］

必修／選択 選択

単位 credit ２単位（２ Credits）

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

Hannah Joy Sawada（Dept. of Int. Education and Collaboration）Sekine
Tatsuhito (Humanities) Yamada Itsuko (Humanities) Sugiyama Yuko
(Humanities)

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

曜日 day 水曜日(Wednesday)

時限 period ５・６時限(12:40～14:10)

授業の概要
course description

This course introduces participants to the modern cultural history of
Tsugaru through lectures and field trips.津軽の近代文化史の入門コースで
す。レクチャーと見学を通して学びます。

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

It guides students on a historical journey from feudal times to the
present.このコースは古代から近代にいたるまでの津軽文化の変動を追いま
す。

授業の内容予定
schedule of the class

Session 1: Introduction
Sessions 2～5：History（歴史）
Sessions 6～11：Folkbeliefs, music and literature（信仰、音楽、文学）
Sessions 12～15：Western impact, modernization（ウエスタン・インパク
ト、近代化）
Session 16 Exam

準備学習（予習・復習）
等の内容

Readings will be assigned before lectures and fieldtrips.
テキストを読んでからレクチャーを聞き、フィールドに出かけます。

教材・教科書 text
『An introduction to Tsugaru Studies in Japanese and English 日本語と英
語で読む津軽学入門』Hirosaki University Press

参考文献 references

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

Evaluation will be based on class participation and a take-home
examination.
評価は授業参加と試験に基づき、行われます。

授業形式・形態及び授業
方法
class format

Classes will be taught bilingually, in Japanese and English.
授業は日本語と英語の両方で行われます。

留意点・予備知識
remarks

Class capacity:30, including up to 5 Japanese students.
定員：30名、内日本人学生を5名までとする。
 日本人学生にはToeic550の英語能力を要する。登録を希望する学生は1回目の
授業で教員にスコアを提示し、許可を得てください。

Office hour Wednesday 14:20～15:50

Ｅ-mail address hannah@hirosaki-u.ac.jp

英語による授業（教養教育科目） INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

対象学生
enrollment
restrictions
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授業科目名 subject
〔英文名〕

　日本－日本における地域ツーリズム①-
［Regional Tourism in Japan ］

必修／選択 選択

単位 credit ２単位（２ Credits）

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

サワダ ハンナ ジョイ（国際連携本部）
Hannah Joy Sawada　 （Dept. of Int. Education and Collaboration）

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

曜日 day 木曜日(Thursday)

時限 period ９・１０時限(16:00～17:30)

授業の概要
course description

Students will be given a first hand experience of promoting tourism in
Hirosaki.
 地域ツーリズムに関わる情報発信の実体験をさせるものです。

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

This course aims to enable students to acquire practical knowledge
regarding the promotion of tourism both within Japan and abroad and
improve their communication skills as well as deepen their
understanding of cultural differences.
このコースは観光分野の国内外における情報発信を具体的に学び体験すること
を通してコミュニケーション能力の向上と自文化・異文化理解を深めることを
目的とします。

授業の内容予定
schedule of the class

Students will be given preliminary guidance and an overview of the work
undertaken by the Hirosaki Tourist Convention Bureau. After learning
about promotional methods Japanese and International students will
collaborate to visit sites of interest in Hirosaki and compile short
articles geared to tourists who access the bureau website.They will
then reflect on their activities and submit a final report.
 1. 事前指導　2．弘前観光コンベンション協会の仕事内容について学ぶ。観光
情報の発信方法を学ぶ。4．課題への取り組み：日本人学生と留学生が共に弘前
の観光スポットへ出向き、紹介文を作成する。事後指導、最終レポート。

準備学習（予習・復習）
等の内容

Students will be required to visit and photograph the sites they are
asked to write about．
 学生は文書で紹介する場所へ出向き、掲載する写真を撮り情報収集します。

教材・教科書 text

参考文献 references

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

Evaluation will be based on work performance and a final report.
採点は事前・事後指導及び課題への取り組み、実習先の評価と最終レポートを
基に総合的に行われます。

授業形式・形態及び授業
方法
class format

Students will be required to undertake group and pair work and report
regularly to the Hirosaki Tourist Convention Bureau.
受講者はグループ・ワーク、ペア・ワークを行い、定期的に弘前観光コンベン
ション協会に課題を提出する。

留意点・予備知識
remarks

Numbers are strictly limited and a high standard of conduct is required
of participants who should have a high level of English.
参加人数は制限され、高い英語能力が要求されます。教員の許可を得た学生に
限られます。

Office hour Wednesday 14:20～15:50

Ｅ-mail address hannah@hirosaki-u.ac.jp

英語による授業（教養教育科目） INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

対象学生
enrollment
restrictions
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授業科目名 subject
〔英文名〕

InternshipIIA  インターンシップIIA

副題  subtitle Implementing Regional Tourism地域ツーリズムの実践

対象学生・必修／選択

単位 credit ２単位（２ Credits）

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

サワダ ハンナ ジョイ（国際連携本部）
Hannah Joy Sawada　 （Dept. of Int.Education and Collaboration）

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

曜日 day 月曜日(Monday)

時限 period 9・10時限（16：00～17：30）

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

It aims to enable  students to acquire valuable skills for working in
the Japanese tourist industry.日本の観光業界で働くための貴重なスキルを
身につけることを目的とします。

教材・教科書 text Handouts will be provided.資料を提供します。

参考文献 references

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

Evaluation will be based on assignments completed at preparatory
sessions,　a final report and evaluation of work performance.提出物と実
習先での評価に基づいて採点を行います。

授業形式・形態及び授業
方法
class format

Instruction will be given bilingually, and the internship held in
Japanese.指導は日本語と英語で行われ、インターンシップは日本語で行われま
す。

その他 other

Ｅ-mail address
Office hour
HP address

日本語・日本事情（英語による授業）　INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

授業の内容予定
schedule of the class

Students will be required to work at major tourist facilities, under
the supervision of the Hirosaki Tourism and Convention Bureau. (Work
days will be on specified Saturdays, Sundays and National holidays)
They will then attend sessions to learn about the Bureau and to work on
materials aimed to promote tourism in Hirosaki.学生は弘前観光コンベン
ション協会の指導の下で弘前の代表的な観光施設で実習する。(出勤日は土・
日・祭日）その後、観光協会の仕事の内容などについて勉強し、観光の促進の
ための資料の作成に取り組む。

Numbers are strictly limited, and a high standard of conduct is
required of participants who should have upper intermediate level
Japanese or above.参加人数は制限され、責任のある行動が要求されます。中
上級以上の日本語力が必要とされます。

留意点・予備知識
remarks

授業の概要
course description

This course gives students a first-hand experience of work in regional
tourism. このコースは学生に地域ツーリズムの実体験をさせるものです。
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授業科目名 subject
〔英文名〕

Internship IIB インターンシップIIB

副題  subtitle Planning Regional Tourism地域ツーリズムの企画

対象学生・必修／選択

単位 credit ２単位（２ Credits）

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

サワダ ハンナ ジョイ（国際連携本部）
Hannah Joy Sawada　 （Dept.of Int. Education and Collaboration）

学期 semester 後 期（II Semester）

曜日 day 木曜日(Thursday)

時限 period 7・8時限(14：20～15：50)

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

It aims to enable  students to acquire valuable skills for working in
the Japanese tourist industry.日本の観光業界で働くための貴重なスキルを
身につけることを目的とします。

教材・教科書 text Handouts will be provided.資料が配布されます。

参考文献 references

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

Evaluation will be based on assignments completed during the course,　a
final report and evaluation of work performance.提出物と実習先での評価
に基づいて採点を行います。

授業形式・形態及び授業
方法
class format

Instruction will be given bilingually, and the internship held in
Japanese.指導は日本語と英語で行われ、インターンシップは日本語で行われま
す。

その他 other
Participants should EITHER have upper intermediate level Japanese OR a
high level of English and a minimum of of intermediate level Japanese.
中上級以上の日本語力あるいは高い水準の英語力が必要とされます。

Ｅ-mail address
Office hour
HP address

日本語・日本事情（英語による授業）　INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

授業の内容予定
schedule of the class

Students will be required to work under the supervision the Hirosaki
Tourism and Convention Bureau to plan itineraries which meet the
varying needs of overseas tourists to the region. 学生は弘前観光コンベ
ンション協会の指導の下で海外から地域を訪れる観光客の多様なニーズに対応
した旅行計画案の作成に取り組む。

Numbers are strictly limited, and a high standard of conduct is
required. 参加人数は制限され、責任のある行動が要求されます。

留意点・予備知識
remarks

授業の概要
course description

This course gives students a first-hand experience of work in regional
tourism. このコースは学生に地域ツーリズムの実体験をさせるものです。
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授業科目名 subject
〔英文名〕

Internship IIC インターンシップIIC

副題  subtitle Developing Regional Tourism　地域ツーリズムの発展

対象学生・必修／選択

単位 credit ２単位（２ Credits）

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

サワダ ハンナ ジョイ（国際連携本部）
Hannah Joy Sawada　 （Dept. of Int. Education and Collaboration）

学期 semester 後期（Ⅱ Semester）

曜日 day 金曜日（Friday)

時限 period 9・10時限（16：00～17：30）

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

It aims to enable students to acquire valuable skills for working in
the tourist industry. 観光業界で働くための貴重なスキルを身につけること
を目的とします。

教材・教科書 text Handouts will be provided. 資料を提供します。

参考文献 references

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

Evaluation will be based on work performance and a final report.実習先
の評価と提出物に基づいて採点を行います

授業形式・形態及び授業
方法
class format

Preparatory sessions will be held.  事前指導を行う。

その他 other

Ｅ-mail address
Office hour
HP address

日本語・日本事情（英語による授業）　INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

授業の内容予定
schedule of the class

Students will work at a tourist facility, Tsugaru Han Neputa Mura for
five Saturdays spread out over Oct～Jan（Tentative dates：Oct
27,November 3,10,17,24- to be confirmed).They will be required to
support a wide range of duties by translating materials into their own
language and coaching staff in pronunciation.
10月～1月にかけて5回土曜日に津軽藩ねぷた村に勤務する（10月27日、11月3
日、10日、17日、24日予定－後日確定）。翻訳やスタッフの発音指導を行い、
各種の業務をサポートする。

Numbers are strictly limited and a high standard of conduct is required
of participants who should have upper intermediate level of Japanese or
a high level of English along with a minimum of intermediate Japanese.
参加人数は制限され、責任のある行動が要求されます。中上級以上の日本語能
力, あるいは高い英語力と中級以上の日本語力が必要となります。

留意点・予備知識
remarks

授業の概要
course description

  This course gives students first-hand experience of work in regional
tourism.
このインターンシップは学生に地域ツーリズムの実体験をさせるものです。
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授業科目名 subject
〔英文名〕

Internship IID インターンシップIID

副題  subtitle
Customer service in the accomodation Industry
宿泊施設とカスタマー・サービス

対象学生・必修／選択

単位 credit ２単位（２ Credits）

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

サワダ ハンナ ジョイ（国際連携本部）
Hannah Joy Sawada　 （Dept.of Int. Education and Collaboration）

学期 semester 後期（Ⅱ Semester）

曜日 day 水曜日（Wednesdays）

時限 period ９･１０時限(16:00～17:30）

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

It aims to enable students to acquire valuable skills for working in
Japan. 日本で働くための貴重なスキルを身につけることを目的とします。

教材・教科書 text Handouts will be provided. 資料を提供します。

参考文献 references

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

Evaluation will be based on work performance and a final report.
実習先の評価と提出物に基づいて採点を行います

授業形式・形態及び授業
方法
class format

Preparatory sessions will be held　before training.
実習の前に事前指導を行う。

その他 other A high standard of conduct is required.責任のある行動が要求されます。

Ｅ-mail address
Office hour
HP address

日本語・日本事情（英語による授業）　INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

授業の内容予定
schedule of the class

Students will be required to train at major hotels in Hirosaki city for
a total of 5 days (Tentative dates: Oct 27, Nov 3,10,17,24- to be
confirmed) 学生は5日間、弘前市のホテルで実習する。（10月27日、11月3日、
11月10日、11月17日、11月24日 予定－後日確定）

Numbers are strictly limited. Participants should have either upper
intermediate to advanced Japanese OR a high level of English along with
a minimum of intermediate Japanese. 参加人数は制限されます。中上級以上
の日本語能力、あるいは高度な英語力に加えて中級以上の日本語が必要となり
ます。

留意点・予備知識
remarks

授業の概要
course description

 This course gives students first-hand experience of work in the
accomodation industry.
このインターンシップは学生にホテルや旅館での仕事の実体験をさせるもので
す。
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授業科目名 subject
〔英文名〕

Internship IIE インタ－ンシップIIE

副題  subtitle English teaching practice 英語教育ティーチング・プラクティス

対象学生・必修／選択 Students with native or near-native English proficiency

単位 credit ２単位（２ Credits）

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

サワダ ハンナ ジョイ（国際連携本部）
Hannah Joy Sawada　 （Dept. of Int. Education and Collaboration）

学期 semester 後期（Ⅱ Semester）

曜日 day 金曜日（Friday)

時限 period ７・８時限（14：20～15：50）

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

It aims to enable students to acquire valuable skills for teaching
English in Japan. 日本における英語教育に欠かせないスキルを身につけるこ
とを目的とします。

教材・教科書 text

参考文献 references

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

Evaluation will be based on work performance and a final report.ティー
チング・プラクティスの評価と提出物に基づいて採点を行います

授業形式・形態及び授業
方法
class format

その他 other

Ｅ-mail address
Office hour
HP address

日本語・日本事情（英語による授業）　INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

授業の内容予定
schedule of the class

Participants will be required to make a 90 minute school visit once a
week on a day and time agreed on with their host instituion.　They will
observe English classes taught by English teachers and ALTs and
primarily support learning activities undertaken by pupils in these
classes。 参加者は週一回９０分間、受け入れ校と決められた曜日・時間に学
校訪問し、主に授業見学に加え生徒のアクティビティの補助を行う。

Numbers are strictly limited and a high standard of conduct is required
of participants. 参加人数は制限され、責任のある行動が要求されます。

留意点・予備知識
remarks

授業の概要
course description

  This course gives participants first-hand experience of English
teaching in a Japanese school.
このコースは日本の学校における英語教育の実体験をさせるものです。
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授業科目名 subject
〔英文名〕

Internship IIF　インターンシップIIF

副題  subtitle Developing Regional Tourism(intensive)　地域ツーリズムの発展(集中）

対象学生・必修／選択

単位 credit ２単位（２ Credits）

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

サワダ ハンナ ジョイ（国際連携本部）
Hannah Joy Sawada　 （Dept. of Int. Education and Collaboration）

学期 semester 後期（Ⅱ Semester）

曜日 day 火曜日（Tuesday)

時限 period ７・８時限（14：20～15：50）

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

It aims to enable students to acquire valuable skills for working in
the tourist industry. 観光業界で働くための貴重なスキルを身につけること
を目的とします。

教材・教科書 text Handouts will be provided. 資料を提供します。

参考文献 references

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

Evaluation will be based on work performance and a final report.実習先
の評価と提出物に基づいて採点を行います

授業形式・形態及び授業
方法
class format

Preparatory sessions will be held.  事前指導を行う。

その他 other

Ｅ-mail address
Office hour
HP address

日本語・日本事情（英語による授業）　INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

授業の内容予定
schedule of the class

Students will work at a tourist facility, Tsugaru Han Neputa Mura
between February 11th～15th.(Dates to be confirmed) They will be
required to support a wide range of duties by translating materials
into their own language and coaching staff in pronunciation.
2月11日～15日(日程は後日確定）津軽藩ねぷた村に勤務する。翻訳やスタッフ
の発音指導を行い、各種の業務をサポートする。

Numbers are strictly limited and a high standard of conduct is required
of participants who should have upper intermediate level of Japanese OR
high level English and a minimum of intermediate Japanese. 参加人数は制
限され、責任のある行動が要求されます。中上級以上の日本語能力あるいは高
い英語力と中級日本語力が必要となります。

留意点・予備知識
remarks

授業の概要
course description

This course gives students first-hand experience of work in regional
tourism.
このインターンシップは学生に地域ツーリズムの実体験をさせるものです。
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授業科目名 subject
〔英文名〕

Internship IIG インターンシップIIG

副題  subtitle City Promotion(intensive)シティ・プロモーション （集中）

対象学生・必修／選択 日本語中上級以上の語学力を有する留学生

単位 credit ２単位（２ Credits）

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

サワダ ハンナ ジョイ（国際連携本部）
Hannah Joy Sawada　 （Dept. of Int.Education and Collaboration）

学期 semester 後期（Ⅱ Semester）

曜日 day 月曜日（Monday）

時限 period ７・８時限（14：20～15：50）

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

It aims to enable students to acquire valuable skills for working in
Japan. 日本で働くための貴重なスキルを身につけることを目的とします。

教材・教科書 text Handouts will be provided. 資料を提供します。

参考文献 references

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

Evaluation will be based on work performance and a final report.実習先
の評価と提出物に基づいて採点を行います

授業形式・形態及び授業
方法
class format

Preparatory sessions will be held before work at the city office
begins.  勤務を開始する前に事前指導を行う。

その他 other

Ｅ-mail address
Office hour
HP address

日本語・日本事情（英語による授業）　INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

授業の内容予定
schedule of the class

Students will be required to work at the Hirosaki City office February
9th～15th　（Dates to be confirmed).Duties will pertain to city
promotion and are anticipated to involve gathering information and
preparing promotion materials.
2月9日～15日(日程は後日確定）弘前市役所に勤務する。業務は、リソースが豊
富な弘前市が近年戦略的に進めている国内外に向けた情報発信などのシティプ
ロモーション事業に関わるもので、弘前市の魅力についての情報の発掘、PR映
像、チラシ等の編集、作成、効果的活用の補助などを行う。

Numbers are strictly limited and a high standard of conduct is required
of participants who should have upper intermediate level of Japanese or
above. 参加人数は制限され、責任のある行動が要求されます。中上級以上の日
本語能力が必要となります。

留意点・予備知識
remarks

授業の概要
course description

  This course gives students first-hand experience of work in municipal
administration.
このインターンシップは学生に地元自治体事務に関わる仕事の実体験をさせる
ものです。
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授業科目名 subject
〔英文名〕

自主研究　IIA　　Independent studies IIA

副題  subtitle
Japanese food culture and ｗhite tourism　日本の食文化とホワイト・ツー
リズム

対象学生・必修／選択 交換留学生　Exchange students

単位 credit ２単位（２ Creditｓ）

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

サワダ ハンナ ジョイ（国際連携本部）
Hannah Joy Sawada　 （Dept. of Int. Education and Collaboration）

学期 semester 後期（Ⅱ Semester）

曜日 day 月曜日（Monday）

時限 period ５・６時限（12:40～14:10）

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

While exploring the social functions of local food and its preparation,
students are encouraged to recognise its potential as a  resource for
regional tourism. 地域の食文化の社会的機能を考えながら、観光資源として
持つ可能性を把握します。

教材・教科書 text Handouts will be provided.資料を配布します。

参考文献 references

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

Evaluation will be based on activities and assignments.アクティビティへ
の取り組みと提出物に基づいて評価を行います。

授業形式・形態及び授業
方法
class format

Instruction will be given bilingually.指導は日本語と英語で行います。

その他 other

Ｅ-mail address
Office hour
HP address

日本語・日本事情（英語による授業）　INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

授業の内容予定
schedule of the class

Lectures will be interspersed with preparation of dishes using local produce
and participation in seasonal activities that have shaped local food culture.
レクチャーと並行して調理体験をし、地域の食文化と深いかかわりを持つ季節の行事に
参加する。

Full-day field trips are planned for the third weekend in December and
the third weekend in January.（Dates to be confirmed)12月の第３週末と1
月第３週末にフィールドへ出かけます。(日程は後日確定）Since activities
undertaken on some Mondays may take up the whole afternoon, students
who are enrolled in other classes held on Monday afternoon are advised
not to take this class. 月曜日の活動が長引くと予想されるため月曜の午後
にほかの授業を受けている学生は受講できません。

留意点・予備知識
remarks

授業の概要
course description

This course  enables students to deepen their understanding of Japanese
food culture and the white tourism it generates in Northern Japan.この
コースは日本の食文化の理解を深めるとともに、それと関連した北日本のホワ
イト･ツーリズムを検証することを目的とします。
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授業科目名 subject
〔英文名〕

日本語基礎実習Ｂ
［Basic JapaneseＢ］

副題  subtitle

対象学生・必修／選択 International students with NO or very limited background of Japanese.

単位 credit ６単位（6 credits）

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

鹿嶋　彰（国際連携本部）
KASHIMA, Akira (Department of International Education and Collaboration)

山崎　達郎（非常勤）
YAMAZAKI, Tatsuro

田中　美由紀（非常勤）
TANAKA, Miyuki

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

火曜日（Tue)　3・4時限（10:20～11:50）

水曜日（Wed) 3・4時限（10:20～11:50）

木曜日（Thu)　1・2時限（8:40～10:10） & 3・4時限（10:20～11:50）

金曜日（Fri）  1・2時限（8:40～10:10） & 3・4時限（10:20～11:50）

授業の概要
course description

This course covers the first half of elementary Japanese, which is equivalent

to that of the 5th level of JLPT. Emphasis both on structure building and on

proficiency of one's language use.

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

・To be proficient on basic structural and writing system of basic Japanese

(equivalent to N5 of JLPT).

・To be proficient on basic Japanese conversation

・To be proficient on reading and writing simple passages with Hiragana,

Katakana and basic Kanji.

授業の内容予定
schedule of the class

Introduction to Hiragana and Katakana on the first week. From the second

week, practicing elementary level speaking, listening, reading, and writing as

well as learning basic sentence patterns. Introduction to writing systems and

some Kanji, and some aspects of culture, too.

教材・教科書 text
NEJ: A New Approach to Elementary Japanese Vol. 1

 (Kuroshio Puclishers)   ￥1,900+Tax

参考文献 references To be annouced

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

Assessment by students' performance in the classroom, number of essays, and

mid-term and final exams (Written, Interview and Final Presentation).

授業形式・形態及び授業
方法
class format

Combination of lectures and discussions

留意点・予備知識
remarks

Those who want to audit the course need to get permission from the

coordinator in prior to start attending.

その他 other

Ｅ-mail address
Office hour
HP address

Email address and office hour of the coodinator will be annouced at the first

meeting of the course.

日本語・日本事情 　 INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

曜日 day　時限 period
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授業科目名 subject
〔英文名〕

　日本語初級実習B

[Upper Elementary Japanese B]

副題  subtitle

対象学生・必修／選択
International students who are assessed to this level by the placement test by

Hirosaki University (equivalent to N5 of JLPT)

単位 credit ６単位（6 credits）

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

鹿嶋　彰（国際連携本部）
KASHIMA, Akira  (Department of International Education and Collaboration)

新川　以智子（非常勤）　NIIKAWA, Ichiko

田中　美由紀（非常勤）  TANAKA，Miyuki

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

月曜日（Mon)　3・4時限（10:20～11:50）

火曜日（Tue)　3・4時限（10:20～11:50）

水曜日（Wed)　3・4時限（10:20～11:50）

木曜日（Thu)　1・2時限（8:40～10:10), 3・4時限（10:20～11:50）

金曜日（Fri） 3・4時限（10:20～11:50）

授業の概要
course description

Continuation of Basic Japanese A or B. This course covers the second half of

elementary Japanese, which is equivalent to that of the 4th level of JLPT.

Emphasis both on structure building and on proficiency of one's language use.

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

・To be proficient on basic structural and writing system of basic Japanese

(equivalent to N4 of JLPT).

・To be proficient on basic Japanese conversation

・To be proficient on reading and writing simple passages with Hiragana,

Katakana and basic Kanji.

授業の内容予定
schedule of the class

Practicing elementary level speaking, listening, reading, and writing as well

as learning basic sentence patterns. Introduction to additional basic Kanjis,

and some aspects of culture, too.

教材・教科書 text
NEJ: A New Approach to Elementary Japanese Vol. 2

 (Kuroshio Puclishers)   ￥1,900+Tax

参考文献 references To be annouced

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

Assessment by students' performance in the classroom, number of essays, and

mid-term and final exams (Written, Interview and Final Presentation).

授業形式・形態及び授業
方法
class format

Combination of lectures and discussions

留意点・予備知識
remarks

Those who want to audit the course need to get permission from the

coordinator in prior to start attending.

その他 other

Ｅ-mail address
Office hour
HP address

Email address and office hour of the coodinator will be annouced at the first

meeting of the course.

日本語・日本事情 　 INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

曜日 day　時限 period
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授業科目名 subject
〔英文名〕

 生活日本語ⅠＢ
[Everyday Spoken Japanese IB]

副題  subtitle

対象学生・必修／選択
・日本語の背景のない者　Students without Japanese background
・日常生活で使う基礎的な日本語を学びたい人　Students who want to learn
basic Japanese used in daily life

単位 credit 2単位 (2 Credits)

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

笹森　圭子（国際連携本部）
SASAMORI，Keiko
 (Hirosaki University Department of International Education &
Collaboration )

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

火曜日（Tue)　1・2時限（8:40～10:10）

木曜日（Thu)　1・2時限（8:40～10:10）

授業の概要
course description

週2回の授業により、日常生活に必要な日本語の基礎を学習します。
With classes twice a week, students learn the basics of Japanese for
everyday life.

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

（1）日本語を用いて簡単な会話ができること。 Be able to have a simple
conversation in Japanese.
（2）日本語の基本的語彙がしっかり身につくこと。The basic vocabulary of the
Japanese is acquired well.
（3）日本語の音の聞き取りと発音の基礎が身につくこと。 Learn the basics of
listening and pronouncing Japanese sounds.

授業の内容予定
schedule of the class

Week 1 ガイダンス Guidance、Unit 0
Week 2 Unit 1・2
Week 3 Unit 3・4
Week 4 アクティビティ Activity
Week 5 Unit 5・6
Week 6 Unit 7・8
Week 7 Unit 9・まとめ Unit0-9 review
Week 8 中間試験 Mid-term Exam
Week 9 Unit 10・11
Week 10 Unit 12・13
Week 11 アクティビティ Activity
Week 12 Unit 14・15
Week 13 Unit 16・17
Week 14 Unit 18・アクティビティ Activity
Week 15 まとめ Unit 10-18 review
Week 16 期末試験　Final Exam

教材・教科書 text 庵　功雄　「にほんごこれだけ！１」　Isao Iori Nihongo Koredake! 1

参考文献 references

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

授業への参加　Participation 30%
宿題　Assignments 20%
中間試験　Midterm Exam 20%
期末試験　Final Exam 30%

授業形式・形態及び授業
方法class format

演習、教室活動(ペア・グループワーク)　Lecture, Activitiy (Pair/Group work)

留意点・予備知識
remarks

1. 積極的に授業に参加してください。Please participate in the class positively.
2. 全体の授業回数の3分の2以上出席しなければ、成績が「不可」となります。If you
do not attend more than two thirds of the total number of lessons, you will
fail.
3. 遅刻は授業開始後20分までとし、それ以降は欠席扱いとします。遅刻2回で欠席1回と
カウントします。You will be late until 20 minutes after the start of the class,
and will be absent after that. I will count as one time absent at two times
late.

その他 other 予習、復習は必ず行ってください。Preparation and review are required.

Ｅ-mail address
Office hour
HP address

E-mail address: kay*hirosaki-u.ac.jp (Change the * to @)
オフィスアワー：

日本語・日本事情 　 INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

曜日 day　時限 period
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授業科目名 subject
〔英文名〕

 生活日本語ⅡＢ
[Everyday Spoken Japanese ⅡB]

副題  subtitle

対象学生・必修／選択

生活日本語Ⅰを修了した学生、もしくは同程度のレベルの学生で、日常生活に必要な日
本語を学びたい人
Those who finished ESJ I or their equivalents and who need to learn Japanese
for everyday life

単位 credit 2単位 (2 Credits)

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

鹿嶋　彰（国際連携本部）
KASHIMA，Akira
 (Hirosaki University Department of International Education &
Collaboration )

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

月曜日（Mon)　1・2時限（8:40～10:10）

水曜日（Wed)　1・2時限（8:40～10:10）

授業の概要
course description

生活日本語Ⅰに引き続き、週2回の授業により日常生活に必要な日本語の基礎を学習しま
す。Students continues to learn the basics of Japanese for everyday life.

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

(1) 日本語を用いて簡単な会話ができること。Be able to have a simple conversation
in Japanese.
(2) 語彙力を増やしていくこと。 To increase basic vocabulary.
(3) 日本語の聞き取りと発音がよりスムーズになること。 Be able to pronounce
Japanese sentences more smoothly and listen and understand more easily.

授業の内容予定
schedule of the class

Week 1  Guidance，Unit 1
Week 2  Unit 2,3
Week 3  Unit 4,5
Week 4  Activity #1
Week 5  Unit 6,7
Week 6  Unit 8,9
Week 7  Activity #2, Review Unit1-5
Week 8  Review Unit6-9, Midterm Exam
Week 9  Unit 10,11
Week 10 Unit 12,13
Week 11 Activity #3
Week 12 Unit 14,15
Week 13 Unit 16,17
Week 14 Activity #4
Week 15 Review Unit 1-17
Week 16 Final Exam

教材・教科書 text 庵　功雄　『にほんごこれだけ！2』  IORI, Isao "Nihongo Koredake! Vol.2"

参考文献 references

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

授業への参加　Participation 30%
宿題　Homework Assignments 20%
中間試験　Midterm Exam 20%
期末試験　Final Exam 30%

授業形式・形態及び授業
方法class format

演習、教室活動　Combination of lectures and class activities

留意点・予備知識
remarks

１．積極的に授業に参加して下さい。Please participate in the classes actively.
２．全体の授業回数の3分の2以上出席しなければ、成績が「不可」になります。If you
attend less than two thirds of the total class hours, you will fail.
３．遅刻は授業開始後20分までとし、それ以降は欠席にします。遅刻2回で欠席1回とカ
ウントします。If you are late for more than 20 minutes, it will be considered
as absence. Two times late will be also counted as one absence.

その他 other 勉強は毎日してください。You are encouraged to keep studying every day.

Ｅ-mail address
Office hour
HP address

E-mail address: akashima#hirosaki-u.ac.jp (Change # to @)
Office Hour: To be annouced

日本語・日本事情 　 INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES
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授業科目名 subject
〔英文名〕

 日本語中級（口頭表現Ｂ）
［Intermediate Japanese （Oral Expression B）］

副題  subtitle

対象学生・必修／選択
プレースメントテストで中級になった学生　（日本語能力試験N4  <JLPT N4>に
合格できる日本語力、特に漢字の力、単語の力がある学生）

単位 credit 火・水の両方（りょうほう）を履修（りしゅう）して４単位 (4 Credits)

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

小笠原　淑子 (Ms. OGASAWARA, Yoshiko)

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

授業の概要
course description

中級レベルの総合的（そうごうてき）な授業です。

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

・初級で学習した語彙・表現・文法をほぼ問題なく使える。
・中上級へスムーズに進めるよう、中級レベルにふさわしい語彙・表現・文法を身
につける。
・日常的な内容の会話を聞いて、理解したことを自分のことばで説明できる。
・日常的な会話に加え、口頭発表など、改まった状況での話し方に慣れる。

授業の内容予定
schedule of the class

聞き取りや口頭（こうとう）練習、構文（こうぶん）練習を組み合わせ、総合的（そう
ごうてき）に日本語の力を伸ばすことを目標（もくひょう）にします。

教材・教科書 text 未定

参考文献 references

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

中間試験と期末試験に加えて口頭発表の結果により総合的に評価します。100点中60点以
上とると４単位（たんい）出ます。ただし、全体の３分の２以上の出席しなければ、単
位は出ません。また遅刻（ちこく）、早退（そうたい）は３回で欠席（けっせき）１回
と同じです。

授業形式・形態及び授業
方法
class format

講義（こうぎ）と演習（えんしゅう）を組み合わせます。

留意点・予備知識
remarks

その他 other
単位をとらないで授業を聞きたい学生は、一回目の授業の前に、先生の許可
（きょか）をとってください。

Ｅ-mail address
Office hour
HP address

日本語・日本事情 　 INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

曜日 day　時限 period
火曜日（Tue）　３・４時限（じげん）（10:20-11:50）

水曜日（Wed）　３・４時限（じげん）（10:20-11:50）
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授業科目名 subject
〔英文名〕

 日本語中級（読解Ｂ）
［Intermediate Japanese（Reading B）］

副題  subtitle

対象学生・必修／選択
・プレースメントテストで中級になった学生
（日本語能力試験N4 <JLPT N4>に合格できる日本語力、特に漢字の力、単語の
力がある学生）

単位 credit ２単位（２ Credits）

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

小山　宣子 （国際連携本部）
OYAMA，Nubuko
 (Hirosaki University Department of International Education &
Collaboration )

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

授業の概要
course description

週に2回の中級の学生対象の読解授業です。教科書にしたがって進みます。教科
書は会話の教科書と共通です。

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

中級レベルの語彙・漢字・文法を学んで中級レベルの文章が読めるようになり
ます。また、中上級へスムーズに進めるよう準備をします。

授業の内容予定
schedule of the class

・教科書の文章を読みます。
・教科書の語彙と漢字を学びます。
・中級レベルの文法を練習して使えるようになります。

教材・教科書 text 2009岡まゆみ他『上級へのとびら』くろしお出版(予定)

参考文献 references

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

中間試験と期末試験（筆記）。

授業形式・形態及び授業
方法
class format

留意点・予備知識
remarks

この読解の授業は、週に2回あり、もう1回は水曜8:40から「日本語中級総合B」
という名前で行われます。両方登録・出席しなければなりません。

その他 other

Ｅ-mail address
Office hour
HP address

E-mail: nobuko(アットマーク）hirosaki-u.ac.jp
Office hour:毎週火曜日５・６時限（12:40-14:10)

日本語・日本事情 　 INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

曜日 day　時限 period 月曜日（Mon)　３・４時限（10:20～11:50）
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授業科目名 subject
〔英文名〕

 日本語中級（作文Ｂ）
[Intermediate Japanese （Writing B）]

副題  subtitle

対象学生・必修／選択
・プレースメントテストで中級になった学生　（日本語能力試験N4  <JLPT N4>に合格で
きる日本語力、特に漢字、単語の力がある学生）

単位 credit ２単位 (2 Credits)

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

山崎　達郎（非常勤）
YAMAZAKI，Tatsuro

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

火曜日（Tue）　１・２時限（じげん）（8:40-10:10）

授業の概要
course description

中級前半レベルの作文のクラスです。

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

このクラスでは、以下のことを目標とします。
１．日本語の文章の書き方のルールを覚える。
２．書きことばで文章を書くことができるようになる。
３．身のまわりの事物について、くわしく説明することができるようになる。

授業の内容予定
schedule of the class

１．書きことばの学習
２．日本語の書き方のルールの学習
３．身近な事物の説明方法の学習

教材・教科書 text 教科書は使用しません。

参考文献 references

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

学生が学期中に書いたすべての作文の成績を総合して評価します。

授業形式・形態及び授業
方法
class format

留意点・予備知識
remarks

その他 other

Ｅ-mail address
Office hour
HP address

日本語・日本事情 　 INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

曜日 day　時限 period
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授業科目名 subject
〔英文名〕

 日本語中級（総合Ｂ）
［Intermediate Japanese（Integrated B）］

副題  subtitle

対象学生・必修／選択
・プレースメントテストで中級になった学生
（日本語能力試験N4 <JLPT N4>に合格できる日本語力、特に漢字の力、単語の
力がある学生）

単位 credit ２単位（２ Credits）

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

小山　宣子 （国際連携本部）
OYAMA，Nubuko
 (Hirosaki University Department of International Education &
Collaboration )

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

授業の概要
course description

週に2回の中級の学生対象の読解授業です。教科書にしたがって進みます。教科
書は会話の教科書と共通です。

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

中級レベルの語彙・漢字・文法を学んで中級レベルの文章が読めるようになり
ます。また、中上級へスムーズに進めるよう準備をします。

授業の内容予定
schedule of the class

・教科書の文章を読みます。
・教科書の語彙と漢字を学びます。
・中級レベルの文法を練習して使えるようになります。

教材・教科書 text 2009岡まゆみ他『上級へのとびら』くろしお出版(予定)

参考文献 references

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

中間試験と期末試験（筆記）。

授業形式・形態及び授業
方法
class format

留意点・予備知識
remarks

この読解の授業は、週に2回あり、もう1回は月曜10:20から「日本語読解A」という名前
で行われます。両方登録・出席しなければなりません。

その他 other

Ｅ-mail address
Office hour
HP address

E-mail: nobuko(アットマーク）hirosaki-u.ac.jp
Office hour:毎週火曜日５・６時限（12:40-14:10)

日本語・日本事情 　 INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

曜日 day　時限 period 水曜日（Wed)　１・２時限（8:40～10:10）
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授業科目名 subject
〔英文名〕

 日本語中上級（口頭表現Ｂ）　【日本語A2】
[Upper Intermediate Japanese （Oral Expression B）]

副題  subtitle

対象学生・必修／選択 プレースメントテストで中上級と判定された学生

単位 credit 2単位 (2 Credits)

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

笹森　圭子（国際連携本部）
SASAMORI，Keiko
 (Hirosaki University Department of International Education &
Collaboration )

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

木曜日（Thu)　３・４時限（10:20～11:50）

授業の概要
course description

まとまった話をする会話の練習に、正しいアクセントやイントネーション、発
音を身に付けます。

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

日本へ来たきっかけや出身地など、訊かれやすい話題について、自然な日本語
でまとまった話ができるようになることです。

授業の内容予定
schedule of the class

教科書を予習して、授業で実際に会話の練習をしたり、聴解の練習をしたりし
ます。

教材・教科書 text 未定（掲示板で連絡します。）

参考文献 references 授業で連絡します。

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

１. 小テスト　20%
２. 試験（模擬発表）40%
３. 課題　20%
４．授業への積極性 20%

授業形式・形態及び授業
方法class format

グループ・ペアワーク、演習

留意点・予備知識
remarks

1. 積極的に授業に参加してください。
2. 全体の授業回数の3分の2以上出席しなければ、成績が「不可」となります。
3. 遅刻は授業開始後20分までとし、それ以降は欠席扱いとします。遅刻2回で
欠席1回とカウントします。

その他 other

Ｅ-mail address
Office hour
HP address

E-mail address: kay@hirosaki-u.ac.jp
オフィスアワー：

日本語・日本事情 　 INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES
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授業科目名 subject
〔英文名〕

 日本語中上級（読解Ｂ）　【日本語A4】
[Upper Intermediate Japanese（Reading B）]

副題  subtitle

対象学生・必修／選択 留学生

単位 credit 2単位 (2 Credits)

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

山崎　達郎（非常勤）
YAMAZAKI，Tatsuro

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

月曜日(Mon)　１・２時限（8:40-10:10）

授業の概要
course description

このクラスは、中級後半レベルの読解のクラスです。このクラスでは、様々な
分野の論文・論説文を読んでいきます。

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

学生が必要な論文を独力で読むことができるようになることを目指します。

授業の内容予定
schedule of the class

１．文章構成に関する知識、文法知識の学習
２．大意の把握、情報の読み取りの学習
３．論文等で使われる言葉の学習

教材・教科書 text 授業時に指示します。

参考文献 references

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

小テスト、中間テスト、期末テストの成績を総合して評価を行います。

授業形式・形態及び授業
方法
class format

留意点・予備知識
remarks

その他 other

Ｅ-mail address
Office hour
HP address

日本語・日本事情 　 INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

曜日 day　時限 period
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授業科目名 subject
〔英文名〕

 日本語中上級（作文Ｂ） 　【日本語A6】
[Upper Intermediate Japanese（Writing Ｂ）]

副題  subtitle

対象学生・必修／選択
プレースメントテストで中上級と判定された学生　（日本語能力試験Ｎ２合格レベルの
日本語力、特に文法力、語彙力がある学生）

単位 credit 2単位 (2 Credits)

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

小山　宣子（国際連携本部）
OYAMA，Nubuko
 (Hirosaki University Department of International Education &
Collaboration )

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

金曜日（Fri）　３・４時限（10:20-11:50）

授業の概要
course description

後期はレポートの書き方を練習します。

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

・アカデミックな文章を書く際のルールを守り、文章を書くことができる。
・適切な設計を行い、計画的に文書を作成できる。
・与えられたテーマに沿って、短いレポートを書くことができる。

授業の内容予定
schedule of the class

・最終的に、新聞記事を用いたレポートを作成する予定です。
・グループでアウトラインを複数作成し、各自でレポートを書きます。

教材・教科書 text 未定

参考文献 references

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

課題の提出状況とその評価、授業参加度により総合的に評価します。100点中60点以上と
ると２単位出ます。ただし、全体の３分の２以上の出席が無ければ、単位は出ません。
また、早退・遅刻は３回で欠席１回と見なします。

授業形式・形態及び授業
方法
class format

講義とグループ学習。個別学習。

留意点・予備知識
remarks

その他 other
単位を必要としない聴講を希望する学生は、許可をとってから聴講してくださ
い。課題の締め切りと提出方法は厳守をお願いします。

Ｅ-mail address
Office hour
HP address

日本語・日本事情 　 INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES
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授業科目名 subject
〔英文名〕

 日本語中上級（文法Ｂ）　【日本語A8】
［Upper Intermediate Japanese（Grammer B）］

副題  subtitle

対象学生・必修／選択
プレースメントテストで中上級と判定された学生（日本語能力試験Ｎ２合格レベルの日
本語力、特に文法力、語彙力がある学生）

単位 credit ２単位 (2 Credits)

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

小山　宣子（国際連携本部）
OYAMA，Nubuko
 (Hirosaki University Department of International Education &
Collaboration )

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

水曜日（Wed）　３・４時限（10:20-11:50）

授業の概要
course description

教科書を用いて、主にレポートを書く際に必要となる文法の練習をします。ま
た、毎週自動詞と他動詞の小テストをします。

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

・中級までに学習した文法項目についての理解を深め、確実に使用できる。
・レポート等の文章を作成する際に必要な文法項目について理解し、使用でき
る。

授業の内容予定
schedule of the class

レポートや論文を書く際に必要な文法の学習・確認

教材・教科書 text 小森・三井『レポート・論文を書くための日本語文法』くろしお出版

参考文献 references

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

小テスト・中間テスト・期末テストの成績

授業形式・形態及び授業
方法
class format

留意点・予備知識
remarks

その他 other
単位を必要としない聴講を希望する学生は、許可をとってから聴講してくださ
い。

Ｅ-mail address
Office hour
HP address

nobuko(アットマーク)hirosaki-u.ac.jp

日本語・日本事情 　 INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES
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授業科目名 subject
〔英文名〕

 日本語上級（口頭表現Ｂ）　【日本語B2】
［Advanced Japanesee（Oral Expression B）］

副題  subtitle

対象学生・必修／選択
プレースメントテストで上級と判定された学生
（日本語能力試験Ｎ１合格レベルの日本語力、特に文法力、語彙力、漢字力が
ある学生）

単位 credit ２単位（２ Credits）

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

山崎　達郎（非常勤）
YAMAZAKI，Tatsuro

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

月曜日(Mon)　３・４時限（10:20-11:50）

授業の概要
course description

このクラスでは、ビジネスで必要な口頭表現のスキルと、異文化理解について
の学習を行います。

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

このクラスでは、以下のことを目標とします。
１．ビジネス場面で使用する語彙・表現、会話の流れを身につける。
２．異文化接触の際に問題になることを見極め、解決方法を考えることができ
るようになる。

授業の内容予定
schedule of the class

１．会話の流れの学習
２．語彙・表現の学習
３．異文化接触の問題点および解決方法の学習

教材・教科書 text 『ロールプレイで学ぶビジネス日本語』（スリーエーネットワーク）

参考文献 references

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

このクラスでは、小テスト、授業時のパフォーマンス、期末テストの成績を総
合して評価を行います。

授業形式・形態及び授業
方法
class format

留意点・予備知識
remarks

その他 other

Ｅ-mail address
Office hour
HP address

日本語・日本事情 　 INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

曜日 day　時限 period
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授業科目名 subject
〔英文名〕

 日本語上級（文章表現Ｂ）　【日本語B4】
［Advanced Japanese （Written Expression B）］

副題  subtitle

対象学生・必修／選択
プレースメントテストで上級と判定された学生
（日本語能力試験Ｎ１合格レベルの日本語力、特に文法力、語彙力、漢字力があ
る学生）

単位 credit ２単位（２ Credits）

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

小山　宣子（国際連携本部）
OYAMA，Nubuko
 (Hirosaki University Department of International Education & Collaboration )

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

火曜日(Tue)　３・４時限（10:20-11:50）

授業の概要
course description

後期はレポート作成を行います。

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

・論文を読み、論文の構成や種類を理解する。
・BCCWJのコーパスを用いて類議語に関する論文を書く。

授業の内容予定
schedule of the class

１　最初の５回程度は論文を読みます。
２　国立国語研究所の中納言というウェブサービスを利用して、資料を探し、論
文を書く方法を学びます。
３　グループに分かれて、論文の構成を考え、各自書いて、提出します。

教材・教科書 text 未定

参考文献 references

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

提出物

授業形式・形態及び授業
方法
class format

留意点・予備知識
remarks

その他 other 聴講を希望する学生は、1回目の授業で相談してください。

Ｅ-mail address
Office hour
HP address

E-mail: nobuko(アットマーク）hirosaki-u.ac.jp
Office hour:毎週火曜日5・6時限

日本語・日本事情 　 INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

曜日 day　時限 period
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授業科目名 subject
〔英文名〕

　日本－学習中の言語でコミュニケーション－
［Communication using languages we are learning ］

必修／選択 選択

単位 credit ２単位（２ Credits）

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

小山　宣子（OYAMA Nobuko 国際連携本部）

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

曜日 day 金曜日(Friday)

時限 period ５・６時限(12:40～14:10)

授業の概要
course description

・留学生と日本人学生が1泊2日の間、寝食を共にし、交流を深めることが主な目的の授業です。
・到達目標を達成するために、受講生には制限があります。(合計40名)
　　留学生：プレースメントテストで日本語が中級以上と判定された学生(合計20名)
　　日本人学生：上の留学生と同数の学生。抽選で選ばれます。（合計20名）
・北東北3大学合同合宿（国立岩手山青少年交流の家、11月3日、4日）に参加し、岩手大学、秋田大学、東北大学の留
学生や日本人学生と交流します。岩手大学・東北大では教養課程の学生が参加します。
・合宿（7回目～12回目の授業が行われる予定）では、館内設備で泊まります。大学や国籍をバラバラにしたグループ
に分かれ、共同作業を行い、優勝したチームは参加者から賞賛されます。
・国立岩手山青少年交流の家での合宿では、英語を主な作業言語とするチームと、日本語を主な作業言語とするチーム
に分かれる予定です（教員の指示は2言語で与えられます）。どちらのチームに参加してもかまいませんし、宿泊室（4
人部屋－6人部屋、作業グループと別の部屋割り）でも何語を用いてもかまいませんが、弘大で行われる授業は、すべ
て日本語で行われます。
・上の合宿に参加することが受講条件となります。参加費（4回の食事（食べ放題）とシーツ代）は2170円です。大学
からは往復ともにバスで移動します。（バス代は徴収されません）

    In principle, this course is open for intermediate students, Upper intermediate students, and Advanced
students.
    This class will be conducted in Japanese in principle. 20 Japanese students and 20 international
students are supposed to join. Because of capacity of hostels, we have to limit the number of students.
When the number of students are over, we will hold a draw for deciding the participants.
      During the course, 9 classes will be held in the classroom and 6 classes （3rd and 4th November) in
National IWATESAN Youth Friendship Center (It is a large hostel used by elementary pupils to university
students located in IWATE prefecture).  We will go there with a chartered bus all together in principle.
      On the days the students from neighboring universities will get together at National IWATESAN Youth
Friendship Center and the total will become almost 100 students. Students from Iwate Univ. Akita Univ. and
Tohoku Univ. will join.
      The intermediate students can't smoothly communicate each other yet. So we will practice
communicating in Japanese through activities. This course is for the students who want to accustomed to
talking with Japanese. The motivation of the Japanese students in the class are like the following. (1)In
their lives, chances to talk with foreigners have been really rare. So they want to talk with real
foreigners. (2)They have tried to talk in English in the past (at school event, etc.) and gave up
communicating in English but still they want to talk with international students. Visiting English Louge
is sometimes avoided as they have to speak in English there. (3)They are planning to study abroad and want
to watch how international students behave in a foreign country.

授業としての具体的到達目
標 goal of the class

・留学生が学習中である言語（日本語）を用いて、コミュニケーションを取る経験を持つ（必須）。
・授業外で受講生に会った時、分かりやすく挨拶できる関係を築き、保つ（必須）。
・日本人・留学生ともに学習中である言語を用いて合宿に参加する（必須）。

授業の内容予定
schedule of the class

・1回目：ガイダンス、日本語学習中の留学生と話す際に気をつけること
・2回目、3回目：自己紹介から開始し、自分と相手について話す
・4回目～6回目：グループ作業の予定
・7回目～12回目：合宿中に５コマ分の授業が実施される予定（1日目午後3コマ、2日目午前2コマ）
・13回目：合宿の反省と今後の抱負
・14回目、15回目：グループ活動

"explanation of the course"
"self introduction　/gesture game or card game"
"showing photos in sell phone and talk"
"preparation of camp(making presentation of Hirosaki university or making game for ice break)"
"preparation of camp"
"preparation of camp"
"ice break (The students have to do)"
"making picture story with photos in a group made up with 5-6 students from 3-4 universities"
"primary contest"
"final contest"
"class activities---not yet decided"
"class activities"
"class activities"

準備学習（予習・復習）等
の内容

授業時に指示されます。

教材・教科書 text プリントが配布されます。

参考文献 references

成績評価方法及び      採
点基準          method
of evaluation

・Reflection sheet・・・40％
・Final report・・・30％
・Contribution to the class・・・30%

授業形式・形態及び授業方
法    class format

講義とグループ作業です。

留意点・予備知識 remarks
北東北3大学合同合宿（国立岩手山青少年交流の家、11月3日、4日）に参加できることが受講条件です。
食費・シーツ代は自己負担（2500円）です。

Office hour 火曜日5・6時限（12：40～14：10）

Ｅ-mail address nobuko(アットマーク)hirosaki-u.ac.jp

教養教育科目 　INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

対象学生
enrollment restrictions
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授業科目名 subject
〔英文名〕

　世界の芸術・芸能-音楽人類学-
［World Art/Performing Arts-Anthropology of music-］

必修／選択 選択

単位 credit ２単位（２ Credits）

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

諏訪　淳一郎（SUWA Junichiro 国際連携本部）

学期 semester 後  期（Ⅱ Semester）

曜日 day 火曜日(Tuesday)

時限 period ５・６時限(12:40～14:10)

授業の概要
course description

世界の様々な地域の音楽と、それを支えている文化的な背景について、豊富な
音源を聴くことによって学習します。

授業としての具体的到達
目標 goal of the class

幅広く音楽を聴く耳を養いながら、種としてのヒトが人間らしく存在する一条
件として音楽がどのように必要なのか、その多様性について理解します。

授業の内容予定
schedule of the class

 １．序論
 ２．『パフォーマンスの音楽人類学』序～第1部
 ３．地域の音楽文化＋『パフォーマンスの音楽人類学』第2部
 ４．その他の地域とテーマ

準備学習（予習・復習）
等の内容

教科書を読んでくる。世界地図を見て各地の地理的関係を理解しておく。（予
習）
 毎回返却する質問票のコメントを反芻し、最終課題に向けた構想を練る。（復
習）

教材・教科書 text 『パフォーマンスの音楽人類学』勁草書房

参考文献 references 授業中に適宜紹介します。

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

質問票の得点＋最終課題レポート

授業形式・形態及び授業
方法
class format

参考音源・視聴覚資料を用いた講義です。授業の最後の10分で、その回の授業
内容に関する質問票を書いて提出してもらいます。

留意点・予備知識
remarks

音楽よりも、世界の地理と歴史に関する基礎知識が必要です。

Office hour 事前予約制です。

Ｅ-mail address suwa@hirosaki-u.ac.jp

教養教育科目 　INTERNATIONAL EXCHANGE COURSES

対象学生
enrollment
restrictions
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