
主催：学習院大学国際研究教育機構  後援：豊島区                
平成 29年度文化庁委託事業 「生活者としての外国人」のための日本語教育事業 

 

 

 

 

 

 

<趣旨> 

 

 

 

<対象> 

 

<講座スケジュール> 全 10 回 土曜日 14:00～17:00 

●日程： 2017 年 7 月 15 日（土） ～ 2018 年 3 月 3 日（土）  

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 2018 年１月 ２月 ３月 

１５日 ５日 ２日 
１４日 

２８日 
１８日 ９日 １３日 ２４日 ３日 

●会場： 学習院大学 西 1 号館２階 ２０１号室  

（但し、10 月 28 日：北 1 号館 3 階 301、2 月 24 日及び 3 月 3 日：中央教育棟 5 階 507） 

  

  

 

 

<資料代> 3,000 円(全 10 回分) 

           (初回に申し受けます。) 
 

<お申し込み方法> ＊原則として全 10回参加可能な方。先着順に受け付けます。(定員 20名) 

 

 

 

  

日本で自立した生活を送るために日本語を学びたいと思っている外国人は多く存在します。 

しかし、自立可能な日本語能力を身に付けるのは容易ではなく、そうなる前に日本語学習をやめ

てしまう人は少なくありません。本講座では、教室活動、教材作成、学習環境、自律学習等さまざ

まな分野の専門家を講師に迎え、自律的･継続的な学習を可能とするためのヒントを共有します。

もっと日本語を学び続ける気持ちになる方法を具体的に考えていきましょう。 

原則として豊島区及びその近隣に在住または在勤し， 

地域の日本語教室の指導者、学習支援者等、地域の日本語教育に携わっている方 
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JR山手線 目白駅から 徒歩 3分 
 
東京メトロ副都心線  

雑司が谷駅から 徒歩 7分 

＊各回の詳細は、裏面参照 

右の URL からお申込みください。(パソコンまたは携帯電話)https://goo.gl/8GQuVu 
 

＊メール waku2.nihongo@gmail.com または FAX(03-5992-1025)によるお申込みご希望の場合： 

以下の①～⑥を明記し、タイトルを「地域日本語教育ブラッシュアップ講座参加希望」とご記入の上、

お申し込みください。 
 

①氏名(ふりがな)、 ②電話番号、 ③住所、 ④メールアドレス、 

⑤所属（ボランティア教室等）及び 活動地域、 ⑥この講座を知ったきっかけ 

    

学習院大学国際研究教育機構 HP http://www.gakushuin.ac.jp/univ/geore/ 
 

https://goo.gl/8GQuVu
mailto:waku2.nihongo@gmail.com
http://www.gakushuin.ac.jp/univ/geore/


<講座内容と講師>  

回 開催日と場所 テーマ(内容)  講 師  

１ 
7月 15日（土） 

14:00-17:00 

西 1号館 201 

「自立」とは何かを考えよう 
 

最初に本講座全体の説明を行います。「自立」とは何か、自立
を促す日本語学習の場をつくるにはどのようなことが考えら
れるか、事例をふまえながら一緒に考えてみましょう。 

 

学習院大学国際研究教育機構 

PD 共同研究員 

唐木澤みどり 

２ 
8月 5日（土） 

14:00-17:00 

西 1号館 201 

なぜ、「自立」？  
 

どんな学習においても、「自立」はなかなか大変です。 
どうしたら「自立」を促す一歩を踏み出すことができるのか、
各種の活動を通して、検討していきます。 

 

学習院大学文学部 教授 

 

金田 智子 

３ 
9月 2日（土） 

14:00-17:00 

西 1号館 201 

多文化共生社会と日本語教室 
 

地域の日本語教室の活動のあり方として、なぜ「対話」と 
「協働」が重要なのかを考え、具体的な活動事例を示しながら、
そのような教室活動をつくる力を養います。 

 

東海日本語ネットワーク 

副代表 

米勢 治子 

４ 
10月 14日（土） 

14:00-17:00 

西 1号館 201 

学習者が自分で探し、見つける日本語の仕組み 
 

発音、文字、語彙、文法の指導は、教師がわかりやすく提示、
解説すると考えがちです。今回は発想を変え、学習者が自分で
日本語の仕組みを探し、見つける活動について考えます。 

 

公益社団法人国際日本語普及協会 

所属教師 

品田 潤子 

５ 
10月 28日（土） 

14:00-17:00 

北 1号館 301 

学習者オートノミーとは何か 
 

学習者オートノミーとは何か、なぜ必要か、なぜ「教える」こ
とが学習者オートノミーの邪魔になりうるのかについて解説
し、邪魔をしない支援について考えます。 

 

大阪大学大学院文学研究科 
教授 

青木 直子 

６ 
11月 18日（土） 

14:00-17:00 

西 1号館 201 

学習者オートノミーを支える学習支援 
 

学習者がすでにもっている学習者オートノミーを尊重しつつ、
さらに学習者オートノミーを発達させるための道具や活動、 
学習支援者に必要な知識やスキルについて考えます。 

 

大阪大学大学院文学研究科 
教授 

青木 直子 

７ 
12月 9日（土） 

14:00-17:00 

西 1号館 201 

Task Based Language Learning(TBLT)って何？ 
 

プレイフルで内容重視のタスクで学びあう。「あなたならでき
る、できた、わたしはできる、できた」、そんな学びの連鎖を
デザインしてみましょう！ 

 

武蔵野大学グローバル学部 

准教授 

島田 徳子 

８ 

2018年 

1月 13日（土） 

14:00-17:00 

西 1号館 201 

お互いの実践を紹介し合おう・見直そう 
 

各自の実践（活動、教材等）を共有し、意見交換や悩みを相談
し合うことを通して、よりよい実践に向けて考えます。 

学習院大学国際研究教育機構 
PD共同研究員 

唐木澤みどり 
学習院大学文学部 教授 

金田 智子 

９ 
2月 24日（土） 

14:00-17:00 

中央教育棟 507 

＜公開講座＞ 

１．講演「地域日本語教室を巣立つために(仮)」 

２．大公開：自立を促すための教材・活動    

＜講演＞ 

非営利活動法人日本語教育研究所 

理事      西原 鈴子 
 

講座参加者のみなさん  

10 
3月 3日（土） 

14:00-17:00 

中央教育棟 507 

自立を促す日本語学習の場 

－「これまで」と「これから」－ 
 

最終回は講座全体を振り返り、講師のコメントを交えながら
日本語学習の場の「これまで」と「これから」を考えます。 

 

公益社団法人国際日本語普及協会 

所属教師   品田 潤子 
         他 

 

<お問合せ先> 
 

 
学習院大学「地域日本語教育 ブラッシュアップ講座」係 

〒171-8588 東京都豊島区目白 1-5-1 学習院大学国際研究教育機構 

☎ 03-5992-9208 FAX 03-5992-1025  
                   E-mail: waku2.nihongo@gmail.com 


