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2021 年度夏期 広島大学日本語・日本文化特別研修（中国）募集要項 

 

広島大学森戸国際高等教育学院 

各位 

 日頃より広島大学との交流に御尽力いただき深く感謝申し上げます。 

 この度、広島大学森戸国際高等教育学院では、日中の相互理解を促進する人材育成の一

環として、2021 年度夏期広島大学日本語・日本文化特別研修をオンライン形式にて実施致

します。貴学において本研修に参加いただける学生様がおられましたら、是非ともご推薦

賜りたく、御案内申し上げます。    

なお、誠に勝手ではございますが、ご推薦いただきました学生様の参加の可否につきま

しては広島大学が決定することをご了承ください。 

 

記 

 

1．名称：2021 年度夏期 広島大学日本語・日本文化特別研修（中国） 

2．実施場所：オンライン 

3．日程：2021 年 7 月 12 日（月）〜7 月 22 日（木） 

（別添日程表(案)をご参照ください。但し、日程は今後多少変更する可能性があ

ります。） 

4．費用：広島大学に支払うもの： 

研修費 10,000 日本円 

（研修費の支払方法は海外送金になります。手数料については自己負担 

になります。振込方法について申込者に後日案内いたします。） 

別に各自で支払うもの： 

 教材費（けん玉、折り紙、風呂敷を自国内で購入してください） 

5．対象学生： 

   (1) 中国の大学の正規課程に在籍し日本語・日本文化を学んでいる方 

   (2) 一年程度以上の日本語学習歴のある方 

6．募集人数： 30 名程度 （応募多数の場合は選考することがあります。） 

7．修了証書と成績証明書： 修了証書と成績証明書を交付 

8．申込み方法・締切り・問い合わせ先など 

 (1) (a)から(d)を取りまとめの上、huncnc@hiroshima-u.ac.jp まで添付書類でお送

り下さい。  
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(a)推薦名簿(推薦教員作成)* 

(b)参加申込書(参加希望学生作成)*  

*(a)推薦名簿はWord で、(b)参加申込書はExcelでデーターをお送り下さい。 

(c)顔写真(一ヶ月以内に撮影した電子ファイル jpeg を添付してください。) 

(d)成績証明書(英文或いは中文で前年度の全科目の成績が記載されているもの) 

 (2) 募集締切：2021 年 6 月 14 日（月） 

(3) 申込み・問合せ先： 

広島大学国際室国際部グローバル化推進グループ  

      739-8514 広島県東広島市鏡山 1-7-1 学生プラザ３F 

      唐 晨 

     huncnc@hiroshima-u.ac.jp 

 

※受取後 3 日以内に受領確認のメールを送ります。返信がない場合は、お問い合わせくだ

さい。 
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2021年度夏期広島大学日本語・日本文化特別研修（中国）日程 （時刻表記は日本標準時）

午前 午後

日 曜日 一コマ 休憩 二コマ 昼休憩 三コマ 休憩 四コマ

08:45-10:15 10:30-12:00 12:00-12:50 12:50-14:20 14:35-16:05

開講式

7月12日 月 オリエンテーション 学生交流・相互学習

　

　

7月13日 火 日本語 日本文化 学生交流・相互学習

　

　  

7月14日 水 日本語 日本文化 東広島市歴史文化研修

　  

　

7月15日 木 日本語 日本文化 学生交流・相互学習

　

　  

7月16日 金 日本語 日本文化 広島市歴史文化平和研修

　 原爆資料館・平和公園

　

7月17日 土 日本語 日本文化 学生交流・相互学習

　

7月18日 日

　 留学説明会

7月19日 月 日本語 日本文化

　

　

7月20日 火 日本語 日本文化 学生交流・相互学習

　

　  

7月21日 水 日本語 日本文化 宮島歴史文化研修

　  

　

7月22日 木 日本語 日本文化 成果発表会・修了式

　

※日程は諸事情により変更する場合があります。



2021年度夏期 広島大学日本語・日本文化特別研修 (中国）実施予定授業　概要

注意： 授業内容は変更する場合があります。

石原　淳也 日本語音声学・音韻論

准教授

（森戸国際高等教育学院）

高永　茂 季語を通して学ぶ日本の文化

教授

（文学研究科）

迫田　久美子 「わかる」から「できる」へつなぐ日本語コミュニケーション

教授

（森戸国際高等教育学院）

佐藤　暢治 教室では習わない日本語

教授

（国際協力研究科）

深見　兼孝 現代日本語の受け身と使役

准教授

（森戸国際高等教育学院）

荒見　泰史 世界遺産宮島の歴史と文化

教授

（人間社会科学研究科）

小倉　亜紗美 風呂敷と日本人の暮らし

講師

（呉工業高等専門学校）

日本の絵画-絵巻物の世界

河西　英通 「日本史」を疑う？

教授

（森戸国際高等教育学院）

小宮山　道夫

准教授

（森戸国際高等教育学院）

佐藤　大規 広島大学総合博物館への招待（オンデマンド授業）

学芸職員 「環境と人間の共生」をテーマにする広島大学総合博物館の特色と魅力を学生2人とともに案内します。

（総合博物館）

出口 達也 柔道を通して日本文化を学ぶ

教授

（教育学研究科）

名塩 征史

講師

（森戸国際高等教育学院）

日本語の助詞

上級日本語へのステップアップに役立つ文法の総復習として、助詞の種類や文型との関係を論理的に見直してみましょう。

日本の歴史は決して単一・同質ではありません。多様な視点から考えていきましょう。

けん玉文化

日本の伝統玩具であり，なおかつ広島発祥の玩具でもある「けん玉」の文化について，体験とともに学びましょう。

オリンピック種目でもあり，世界的なスポーツとなった柔道の競技的な魅力を体験するとともに，日本発祥の固有文化である柔道のとしての武道的，教育的意義を学びます。

現代日本語の受け身と使役から見た現代日本語の特徴を明らかにします。

日本文化

世界遺産宮島歴史文化研修の事前学習として，宮島の歴史と文化について「神の島」としての観点からその特徴と見どころを学びましょう。

風呂敷の由来と，それが使われ始めた江戸時代の暮らしについて紹介し，資源を有効に使うことの大切さを伝えます。また，風呂敷の色や柄の意味について伝え，最後に実際に風呂敷
の包みを体験してもらいます。

金田　晋
名誉教授 第１部では，１８世紀ヨーロッパに生まれた美学という学問の今日的意義を考えます。第２部では，今日クールジャパンの代表として知られるアニメやマンガの元祖「鳥獣戯画」甲巻

を画像をとおして学びます。

日本語

日本語の中で，どのような音声が使われているか，また，どのような規則があるかについて解説します。

「季語」を解説しながら日本文化を紹介します。俳句の作り方についても説明します。できれば実際に俳句を作ってもらいたいと考えています。

「わかる」と「できる」の違いを学び、さまざまなコミュニカティブ・タスクを用いて、日本語の運用能力を伸ばします。

知っておくと，何かの役に立つ日本語の表現について学びます。



折り紙文化

FERREIRO POSSE DAMASO

助教

（森戸国際高等教育学院）

本田　義央

教授

（森戸国際高等教育学院）

百々　隆雄 アニメ文化論

元広島アニメーションビエンナーレ

事務局長（現広島電鉄）

松山 由布子

助教

（森戸国際高等教育学院）

日本の伝統スポーツと礼ー武術から武道へ（剣道の演技あり）ー

広島大学の学生との学生交流・相互学習時間のテーマ・内容の予定

（１）　日本と台湾の学生生活

（２）　広島市歴史文化平和研修の見学先についての事前学習

（３）　宮島・錦帯橋歴史文化研修の見学先についての事前学習

（４）　京都歴史文化研修の見学先についての事前学習

（５）　日本の遊び（百人一首やいろはかるた）

（６）　日本語の遊び（しりとりや早口言葉など）

（７）　日本語の歌（日本語の歌を歌う）

（８）　自慢したいこと

（９）　日本の文化と台湾の文化

（１０）成果発表準備

など

渡部　和彦
名誉教授 「柔道」，「剣道」，「空手道」の呼称には「・・道」の共通部分があります。これは，日本文化を代表する「華道」，「書道」にも共通の思想的背景があります。スポーツと「礼」

の視点から日本人の行動様式を解説します。

東広島の歴史と文化

東広島市は,広島県のほぼ中央に位置し,古い時期から栄えた土地です。見学する三ッ城古墳，国分寺や酒蔵などを中心に日本の歴史と文化を学びましょう。

アニメは日本が世界に発信する現代日本文化の代表であります。本講義では，日本のアニメ文化をコンテンツ産業と作品世界という二つの観点から論じることにより，アニメ文化を分
析的かつ総合的に理解する方法を学びます。

日本の文学と芸術

日本で生み出された文学や、文学にまつわる芸術について学びます。特に、ひらがなや和歌の文化的広がり、文字と絵からなる絵巻について取り上げます。

日本文化

ハーレー　静代
日本折紙協会認定講師 みなさんがよく知っている「折り鶴」に代表される折り紙ですが，この授業では伝統的な折り紙とは少し違った折り紙を体験してもらいます。この季節ならではの作品を折ってみま

しょう。

コロナ禍の中で読む日本近代文学ー将来に対する漠然とした不安

太宰治の作品を深読みしながら、昔からあまり変わっていない人間の営みに関して討論します。
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