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2022 年度冬期 広島大学日本語・日本文化特別研修（台湾）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、日台の相互理解を促進する人材育成の一

環として、2022 年度冬期広島大学日本語・日本文化特別研修を実施致します。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：2022 年度冬期 広島大学日本語・日本文化特別研修（台湾） 

2．実施場所：広島大学東広島キャンパス及び周辺・広島市内等（対面形式） 

3．日程：2023 年 1 月 29 日（日）〜2 月 11 日（土） 

（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。また、来日時と離日時の便は、日程表記載の便を利用して下さい。やむ

をえない理由で別の便を利用しなければならない場合は、下の問い合わせ先へご

相談下さい。） 

4．宿舎：広島大学池の上学生宿舎（学内）、広島大学山中会館（学内）、学士会館（学内）、

ひろしま国際プラザ（学外）、近隣のホテルのいずれかを予定。 

5．費用：広島大学に支払うもの(A)+(B)： 

(A)研修費 80,000 日本円 (B)宿舎費 約 40,000 日本円 

(A)研修費には、東広島市歴史文化研修（半日）、宮島・錦帯橋歴史文化研修（一 

日）、広島市歴史文化平和研修（一日）、京都歴史文化研修（一泊二日）、広島空 

港までの送迎費用を含みます。 

研修費のお支払いはクレジットカード決済（VISA・MASTER・ネット銀

聯）になります。詳細は後日ご案内します。手数料はご負担ください。

ご対応できない場合はご相談ください。指定の期日までに速やかに研修

費をお支払いください。ご入金が確認できない場合は研修への参加をご

遠慮頂きます。また、入金された研修費は原則として返還いたしません。 
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別に各自で支払うもの： 

(1) 往復航空運賃、(2)食費、(3)海外旅行保険料、(4)旅券取得手数料、(5)個人的 

な交通費やお土産代など。 

※今回日本学生支援機構奨学金は支給されません。 

6．対象学生： 

 (1) 台湾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 

 (3) 海外旅行保険に加入できる方 

7．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。また、応募者数 

が 5 名に満たない場合には研修を実施しないことがあります。 

8．修了証書と成績証明書：修了証書と成績証明書を交付 

9．申込み方法・締切り・問い合わせ先など 

 各協定大学の担当教員を通して申し込み 

(1) (a)から(e)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。  

(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) パスポートのコピー（未取得の場合は、取得次第後日提出） 

(d) 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。） 

(e) 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：2022 年 12 月 19 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 

松場 美佳 

電話番号：+81-82-424-4550 

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。 

 



2022/11/1

2022年度冬期広島大学日本語・日本文化特別研修（台湾）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 休憩 五コマ 宿泊施設

08:45-10:15 10:30-12:00 12:00-12:50 12:50-14:20 14:35-16:05 16:20-17:50
来日

1月28日 土 CI112　桃園国際空港発17:20　広島空港着20:40

開講式・オリエンテーション 学生交流・相互学習 学生交流・相互学習
1月29日 日 日本文化 学内見学

学生交流・相互学習 14:00～ 東広島市歴史文化研修
1月30日 月 日本語 日本文化 予定見学先：　三ツ城古墳、酒蔵通り

　
学生交流・相互学習 学生交流・相互学習

1月31日 火 日本語 日本文化

広島市歴史文化平和研修
2月1日 水 予定見学先：　平和記念資料館（原爆資料館）、原爆ドーム、マツダ自動車、お好み焼き体験　等から数か所

学生交流・相互学習 学生交流・相互学習
2月2日 木 日本語 日本文化

宮島・錦帯橋歴史文化研修
2月3日 金

2月4日 土 休日

学生交流・相互学習 学生交流・相互学習
2月5日 日 日本語 日本文化

留学説明会・研究室訪問
2月6日 月 日本語 日本文化

京都歴史文化研修
2月7日 火 予定見学先：　伏見稲荷神社、三十三間堂、豊国神社・方広寺、平安神宮　等から数か所

和菓子作り体験
予定見学先：　龍安寺、金閣寺、銀閣寺、北野天満宮、京都御所　等から数か所

2月8日 水 生け花体験（池坊）・六角堂

学生交流・相互学習 学生交流・相互学習
2月9日 木 日本語 日本文化

学生交流・相互学習
2月10日 金 日本語 日本文化 成果発表準備

成果発表会 修了式 送別会
2月11日 土 日本語 日本文化

離日
2月12日 日 CI113　広島空港発9:00　桃園国際空港着10:50

※日程は諸事情により変更する場合があります。

調整中

広島大学池の
上学生宿舎／
ひろしま国際
プラザ

広島大学池の
上学生宿舎／
ひろしま国際
プラザ



2022年度冬期 広島大学日本語・日本文化特別研修 (台湾）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。

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ー日本語が上手になるための第二言語習得研究－

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）

高永　茂 季語を通して学ぶ日本の文化

教授

（文学研究科）

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

小宮山　道夫 日本人の名前と歴史

准教授

（森戸国際高等教育学院）

清水 則雄 東広島市の動植物〜キャンパスの生き物から特別天然記念物オオサンショウウオまで〜

准教授

（総合博物館）

恒松　直美 大学国際化・異文化間理解

准教授

（森戸国際高等教育学院）

友次　晋介
日本の非核政策の展開

准教授

 (平和科学研究センター) 

名塩　征史 日本語の助詞

講師

（森戸国際高等教育学院）

折り紙文化

本田　義央 日常生活の日本語

教授

（森戸国際高等教育学院）

松山 由布子

助教

（森戸国際高等教育学院）

溝渕 園子 朗読で楽しむ日本の童話

教授

（人間社会科学研究科）

百々　隆雄
日本アニメの基礎知識

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）

柳本　大地 日本語学習と認知心理学

講師

（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
渡部　和彦
名誉教授

広島、長崎の経験に言及しつつ、日本の非核政策が歴史的にどのように形成されてきたかということについて取り扱う。とりわけ市民社会や政策担当者のなかで非核の規範がいかに強固な
ものとなったのかについて考察する。

キャンパスに生息する身近な日本の動植物から，日本固有種で世界最大の両生類オオサンショウウオまでその生態と環境，保全の考え方を含めて紹介します。

「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。

日本語を学習する上で，単語を記憶したり，意味を理解したり，　また自分の考えていることを外国語でアウトプットしたりします。このような言語活動を行う時に起こる現象を解明する
認知心理学の研究について紹介します。また，これらの研究でわかっていることから，学習方法について紹介し，授業内で実践してもらいます。

童話の文章内容をよく理解し、朗読で豊かに表現し、人に伝える練習をします。

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。

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。

日常の生活で普通につかう日本語をおさらいしてみましょう。

日本語

日本文化

「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。

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。

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。

金田　晉
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。

グローバル社会における大学国際化の現状, 異文化間理解に関する社会理論やカルチャーショックについて紹介します。

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。

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。

日本の名前の歴史、仕組み、特徴、面白さについて解説します。日本人の名前について学びながら、自分自身の名前についても思いを巡らせてみましょう。


