


甲南キャンプ 14 年目 

黄淑燕 

日本留学するときには、自分の意見をうまく日本語で表現できない留学生へ、

授業や指導の先生から、平気でよく「あなた、何いたいのかわからない」と言

う。そのせいで、壇上に立ち、しどろもどろしてしまう留学生はいかにも知能

が追いついていないように見えてしまう。私の分かる言語で上手に話せ！とい

う傲慢が、命一杯その学びたての言葉を駆使し、言いたいことをいおうとして

いる留学生の言葉を理解しようとしない、この情景を目の前に、同じ留学生と

して、私は悔しかった。 

また 20 何年も前だが、日本人または日本人教師は中国語が出来ないのは当

たり前のようになっているから、同じ日本語を教えている台湾人の教師が当然

のように日本語で日本人教師またはその他の日本人と話をする。そのときの台

湾人の教師たちは、話し方からも分かるように、自分または他の台湾人教師の

日本語、特にその発音やイントネーションに神経を使う。そして、事後には「だ

れそれの日本語は…」と批判めいたことを言う。内容とは関係なしに日本語で

うまくしゃべられているかが、聞く価値のあるなしを決めている。そんな中で

得意げに流暢に空っぽの日本語を延々としゃべる留学生や日本語教師を何人

もあってしまったのである。 

外国語を学ぶ人にはよくあることだが、目標言語の母語話者に卑屈感を抱く。

言葉の出来不出来だけの問題だったはずなのに、その人の品格も考えも知識も

上等か下等に見えてしまうことがある。 

どうすればそういうことを日本語母語話者に気づかせ、日本語学習者に卑屈

感を覚えさせなくすることができるのか、が甲南キャンプの私としての教授者

側養成のコンセプトである。そして、そのためにデザインされた協働教育が今

年で 14 年目を迎えた。日本語を教える、学んでもらう、さようならという単

純な「日本語教育」の活動ではなくて、自分たちはある目標に向かって協力し

合って一緒に外圧を取り払って、困難を乗り切っていく仲間であると教授者た

ちは認識してくれているのだろうか。 

例年通り、リピーターも含め 100 名以上の生徒が集まり、ほとんど無欠勤で

最後まで出席してくれた。A クラス：谷川静さん、B クラス：竹浦大貴さん、

C クラス：坂井陽香さん、中村翔さん、D クラス：大久保詩織さん、井上万理

奈さん、E クラス：宮崎菫さん。それぞれ個性的で、とても楽しかった一年で

した。 
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參與人員名單 

編號 姓名 系所/年級 學號 

0 黃淑燕 教師  

1 王蕙嫻 日文 3A 1011520 

2 林宛柔 日文 3B 1011830 

3 闕毓柔 日文 3B 1011804 

4 鄭云瑄 日文 3B 1011805 

5 謝棓羽 日文 3A 1011522 

6 張育淳 日文 4A 1001505 

7 陳詠慈 日文 3A 1011541 

8 游韻加 日文 3A 1011523 

9 王思宜 日文 3A 1011526 

10 黃莉芸 日文 3B 1011827 

11 林宣羽 日文 2A 1021538 

12 薛靜茹 日文 2A 1021516 

13 郭妮玲 日文 2A 1021512 

14 巫家芸 日文 2A 1021503 

15 陳幸渝 日文 2A 1021562 

16 陳怡靜 日文 2A 1021513 

17 曾詠純 日文 2A 1021532 

18 黃姿琇 日文 2A 1021525 

19 李駿彥 日文 2A 1021521 

20 陳詩姍 日文 2A 1021543 

21 王玟方 日文 2B 1021840 

22 黃于鈴 日文 2A 1021542 

23 朱柔珈 日文 2B 1021815 

24 朱柔珊 日文 2B 1021817 

25 許瀞方 日文 2B 1021825 

26 陳旻均 日文 2A 1021549 

27 曾慶華 日文 2A 1021505 

28 大久保詩織 甲南大學  

29 谷川 静 甲南大學  

30 井上万里奈 甲南大學  

31 坂井陽香 甲南大學  

32 竹浦大貴 甲南大學   

33 宮崎 菫 甲南大學  

34 中村 翔 甲南大學  

35 中畠孝幸 甲南大學教師  
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乳牛圖案屬東海大學乳品小棧所有 

會議記錄 
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2015 甲南營會議紀錄 
5/12 第一次 GT 會議 

時間：2015/5/12 中午 12：20 - 13：10 

地點：HT102 

會議主持：王蕙嫻 

會議記錄：鄭云瑄 

會議流程： 

1. GT 分組並決定組長之後抽籤決定分班。 

A 班 B 班 C 班 D 班 E 班 

林宣羽 陳詠慈 陳幸渝 李駿彥 黃于鈴 

薛靜茹 游韻加 陳怡靜 陳詩姍 朱柔珈 

郭妮玲 王思宜 曾詠純 王玟方 朱柔珊 

巫家芸 黃莉芸 彭筱筑  許瀞方 

 米高文 黃姿琇   

 

2. 說明此次甲南營活動行程與幹部介紹。 

8/19 水 行前會 

8/20 木 接機 

歡迎會 

8/21 金 一周教案會議 

8/22 土  

8/23 日 一周教案會議 

8/24 月 上課 

檢討會 

討論明日教案 

 

8/28 晚上：歡送會 

8/25 火 

8/26 水 

8/27 木 

8/28 金 

8/29 土 總檢討會 

 

3. 說明 GT 工作與教案設計。 

4. 說明招生事項與跑班注意事項並分配跑班工作。 

5. 公布日方 GT 聯絡資訊與說明 google drive 作為此次檔案上傳平台。 

下次會議時間：約五月底或六月初 

預計下次會議內容：決定歡迎會主持人及遊戲 
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5/26 第二次 GT 會議 

時間：2015/5/26 中午 12：20 - 13 

地點：HT102 

會議主持：王蕙嫻 

會議記錄：鄭云瑄 

會議流程： 

 

1. 確認各組 GT 名單及和日本方的聯絡狀況。 

2. 以去年一周教案為範本說明如何設計教案。 

3. 說明示範本次資料上傳區 Google drive 如何使用。 

4. 決定歡迎會破冰遊戲。 

A.井字站立 B.觸電 C.姓名花牌 D&E.蘿蔔蹲(結論待議) 

5. 決定歡迎會主持人(未完成，下次會議由總召指定)。 

下次會議時間：約六月中 

 

 

 

 

6/16 第三次 GT 會議 

時間：2015/6/16 中午 12：20 - 13：10 

地點：HT102 

會議主持：王蕙嫻 

會議記錄：鄭云瑄 

會議流程： 

 

1. 確認各組 GT 和日本方的聯絡狀況。 

2. 說明招生狀況。 

3. 公布暑期教案回報日期 7/10、7/20、8/15。 

4. 說明歡迎會流程(地點 HT104、時間依日方班機時間決定) 

5. 輝營會工作分配(迎接、採購、場佈、主持人) 

6. 再次提醒使用經費購買須打統編 52004800 

下次會議時間：8/19 行前會 
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8/19 行前會會議紀錄 

地點：HT104 

時間：下午 4：00 

會議主持：王蕙嫻 

會議記錄：鄭云瑄 

會議流程： 

 

1. 歡迎會工作分配：迎接組、採購組、場佈組 

工作人員 8/20 下午 3：00 在 HT104 集合(須自備碗筷) 

2. 說明歡迎會流程 

3. 教案發表注意事項 

一周教案會議時間：8/21、8/23 

須準備教案發表用 PPT 及紙本教案三份 

4. 上課教室 

A B C D E 

HT102 HT104 HT108 HT109 HT101 

 

5. 宣布正式上課注意事項 

 

 

 

 

 

 

8/21 一週教案會議 

地點：HT104 

時間：下午 3：00 

會議主持：王蕙嫻 

會議記錄：鄭云瑄 

會議內容：各組發表一周教案及老師給予意見指導 

 

E 組 

一天教完五十音含拗音可能太多了。 

第一天第一節比起五十音，自我介紹時能夠用日文寫自己的名字比較重要。 

介紹家人的單字比起全教根據學員個人情況只教需要的比較好。 

第一天學完五十音可能記不得所以後面教的歌一直重複練習很好。 

第一天好好了解學員之後的課程可以作為之後課程調整的依據。 
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A 組 

最終日標需再想想，跟課程內容沒什麼關聯性。 

最後的發表跟課程沒什麼關係須再想想。 

第一天學員自我介紹的的部分時間不太夠。 

若只是單純學員自我介紹的話沒重點，可結合句型等。 

 

C 組 

教案整體不錯很好懂。 

發表介紹觀光地的題目可以前一天先告知讓學員回去想自己想介紹的。 

除了買東西的模擬會話也可以做餐廳點餐的。  

學員程度差可能很大，分組發表需注意。 

 

D 組 

最終目標不清楚所以課程的方向也不夠清楚詳細。 

第一天的課程可以只著重自我介紹跟課程中必需的句子就好。 

台日兩方需要再多討論。 

 

B 組 

最終發表時間一組約十到十五分鐘。 

台日文化差異太過廣泛。 

學員可能不會如期待中積極發言。 

玩大富翁遊戲時需注意非進行中的學員以及遊戲時間。  

主題太大內容種類相對不足，可以再多教其他相關的東西。  

課程跟 c 班區別再大一些比較好。 

 

各組注意事項 

希望各組都能在第二次教案會議時定出明確的目標及有關聯的發表。 

第二次教案會議於兩天後在相同地點，時間為下午五點半。 

第一天 11:50 分時要前往教堂拍照。 

必須事前確認教室、電腦、麥克風的情況。 
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8/23 一週教案會議 

地點：HT104 

時間：下午 5：30 

會議主持：王蕙嫻 

會議記錄：鄭云瑄 

會議內容：各組發表一周教案及老師給予意見指導 

 

B 組 

前兩天的發表可以改成作業讓學員回去查跟準備。 

介紹食物的主題具體有中心重點（哪方面）比較好才不會鬆散無重點。 

主題太廣泛可以再具體一點。 

設定具體的情況學員會比較有想法。 

可以讓學員推薦東別的店家並實際演練。 

初見面就分組會很難分工若當作業直接分配分工比較有效果。 

突然要學員發表可能會有些困難，GT 先給一些範本的話會比較容易。 

 

D 組 

因為 D 班的程度較低所以介紹食物可以教比較簡單的內容就好。 

要發下去的學習單內容錯的地方跟比較不適合的語氣要更正。 

因為是在台灣的情形所以比起向店家點餐，像日本人介紹食物更適合。 

 

C 組 

花牌遊戲只有假名的話會有點無聊可以再加些東西。 

有些課程跟目標沒什麼關聯性。 學員的口說練習好像有點少。 

 

E 組 

跟一週課程有關的指示ㄧ整週都會用到重複練習很好。 

若能在教舞蹈的時候使用先前教的方向指示等等的話會比較有意義。 

 

A 組 

說是宣傳日文系但課程沒什麼關聯。 

關西腔跟學生生活的關係似乎不高。(似乎只跟甲南學生有關) 

如果想教關西腔只需要集中介紹必須的東西就好。 

跟學生生活有關的不只行事也可以加入一些座談或研究等。 

若想拍 PV 要想如何更吸引人。 
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8/24 課後檢討會 

地點：HT104 

時間：下午 1：30 

會議主持：王蕙嫻 

會議記錄：鄭云瑄 

會議內容：各組發表感想並檢討本日課程及老師給予意見指導 

 

A 組 

學生反應聽不清楚的部分可由台灣 GT 協助或日本 GT 在授課時多重複幾次。 

自我介紹時的遊戲 GT 只站在一旁沒加入有點可惜。 

自我介紹時的遊戲中三點提示太難想像。 

課程中太難的詞希望能由日本 GT 用簡單的日文解釋而不是直接翻譯。 

 

B 組 

希望學員做筆記或多問問題。 

玩遊戲時大家講很多話很好。 

GT 要盡量記得學生名字並在互動中多叫對方名字。 

台灣 GT 要負責帶動氣氛。 

日本 GT 講課可以慢一點並多次重複句子。 

 

C 組 

今日遊戲時間提早結束卻沒有備案須改善。 

學生反應講話速度太快及聲音不夠大須改善。 

學員程度差異大。 

學員發表時專心看並給予反應或訂正的話跟學員的互動會更好。 

台灣 GT 要帶動氣氛而不是跟學員一樣看著。 

比起馬上就用中文解釋先用日文解釋或多次重複會更好。 

多點停頓時間或是反問問題給學員理解或緩衝的時間。 

 

D 組 

學員反應須改善的地方。(音量、速度、難易度等) 

想盡量不用中文所以想教的更簡單易懂。 

可以多製造一些對話的機會。 

GT 要主動觀察協助有需要的學員。 

要給學員做筆記跟練習的時間。 
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E 組 

課堂氣氛很好很歡樂。 

有程度較好的學員是否要調去程度較高的班級。 

課堂指示明日也會複習及使用。 

希望能記住學員日文綽號並在互動中常叫。 

GT 要分散在需要協助的學員旁。 

GT 要帶動氣氛、帶頭練習及給予反應。 

希望單字練習能用生活常用的單字並重複練習。 

比起能背五十音能說常用的句子或單字更好。 
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8/25 課後檢討會 

地點：HT104 

時間：下午 1：30 

會議主持：王蕙嫻 

會議記錄：鄭云瑄 

會議內容：各組發表感想並檢討本日課程及老師給予意見指導 

 

B 組 

學生比較習慣了，課程進行也比較順利。 

整體氣氛很好，但時間控制需再加強。 

針對昨日檢討改善了講課速度及方式。 

準備要充足且盡量避免在講台上有表現出不知所措的樣子。 

 

C 組 

料理實作時的氣氛很好，但做料理的事前準備不夠充分花太多時間。 

根據昨日意見重複單字及放慢說話速度，學員的反應很好。 

教食譜時投影片上的文字可以更口語一些，也可以多一些互動練習句子。 

GT 要更大聲地做回應帶動學員一起回應。 

如果能站在學員的立場思考的話，更能知道學員想要的東西及教學方式。 

 

D 組 

第三節課學員反應變少或許是覺得課程內容有點難。 

學習單上有小錯誤明天會更注意。 

GT 若能更善用自身人數優勢分工協助學員的話會更好。 

盡量不用中文很好但準備要更充足如舉例解釋等比便學員理解。 

GT 要大聲回應才能帶動學員一起回應。 

台日雙方的交流需要相互了解彼此的立場，合作才能更順利。 

因為是 D 班所以比起教時間，教電話號碼或是只教常用的時間會更簡單。 

 

E 組 

學員發表前 GT 先示範發表很好。 

重複練習的方式不只是重複單個假名而是重複整個句子或是單字的話會更好。 

比起紙卡多利用畫面更大的投影片會更清楚。 

 

A 組 

講課時的日文會改善用比較簡單易懂的日文。 

問問題的方式比起問簡單好回答的，不如問些不同方向且答案可以延伸的問題。 
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盡量到處走動跟其他不同的學員互動，不要只跟同一人。 

8/26 課後檢討會 

地點：HT104 

時間：下午一點半 

會議主持：王蕙嫻 

會議記錄：鄭云瑄 

會議內容：各組發表感想並檢討本日課程及老師給予意見指導 

 

C 組 

今日學員反應很好。 

GT 有注意到學員的發音並反覆矯正練習正確的發音。 

對話練習時也可以調換句子順序或延伸對話內容。 

 

D 組 

學員反應同樣內容的練習時間有點久。 

介紹形容詞的投影片很清楚好懂很好。 

練習的句子盡量選擇沒有疑慮或不自然的。 

要記得學員的名字。 

給予指示時要清楚一點大聲一點。 

發表能結合前面四天所學的最好。 

 

E 組 

投影片上有些漢字沒有標音學員不會念。 

今日課程進行跟昨日相比好。 

不用中文解釋而是反覆用日文加上身體語言解釋似乎很有效果。 

初級程度教授文型容易混淆需注意。 

 

A 組 

講課時不要只是說明也可以反問學員與學員互動。 

要有意識自己想教什麼與學員想知道什麼。 

發表結束可以有個結語不要直接結束比較好。 

關西腔的教學與發表中的運用令人擔心。 

 

B 組 

要記得學員的名字。 

休息時間與學員的交流很好。 

說明不知道的單字有影像的話會更好理解。 

句子或會話練習時能夠延伸的話會更好。 
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希望課程與目標的關聯性可以更高。 

8/27 課後檢討會 

地點：HT104 

時間：下午兩點 

會議主持：王蕙嫻 

會議記錄：鄭云瑄 

會議內容：各組發表感想並檢討本日課程及老師給予意見指導 

 

D 組 

記住了學員的名字很好。 

做料理時有空閒的人可以讓他們討論作業或發表才不會浪費時間。 

日本文化太廣泛了設定範圍比較好。 

學員討論發表可以給些意見。 

 

E 組 

今日時間控制比前幾天都好。 

跳舞時使用教過的方向跟數字並一直重複很好。 

可以多問一些問題製造學員說與聽的機會。 

介紹日本流行樂時有加入學員有興趣的會更好。 

 

A 組 

時間沒有控制得很好有點可惜。 

記住了全部學員的名字在點人時進行的比之前順利。 

講課方式太像在學校上課可以多一些互動。 

教關西腔很好但需要與最終目標做連結及取捨。 

 

B 組 

小短劇的時間班級氣氛很好。 

小短劇的主題可以跟明日發表做連結很好。 

單字遊戲很有趣但有些意味不明。 

隔日的打西瓜遊戲會很花時間可以考慮換掉。 

 

C 組 

道路案內似乎對學員來說有點太難但學生反應很實用。 

案內的句子若能練習更實用自然的句子會更好。 

介紹各縣吉祥物時也反覆練習地名的話比較好。 
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8/28 課後檢討會 

地點：HT104 

時間：下午兩點 

會議主持：王蕙嫻 

會議記錄：鄭云瑄 

會議內容：各組發表感想並檢討本日課程及老師給予意見指導 

 

E 組 

今日發表很成功。 

自我介紹講得很好。 

跳舞效果很好。 

很多學員都說明年還想再參加。 

 

A 組 

發表的 PV 完成度很高很好。 

但教案還是要設定好清楚的目標並依據目標制定有效的課程比較好。 

A 班會直接影響下一屆所以責任重大。 

 

B 組 

最後發表結合了授課內容很好。 

原本很擔心但 GT 跟學員都很努力很好。 

 

C 組 

很多學生都說明年還想參加。 

發表練習的時間有點不足。 

發表結合了學過的內容很好。 

但關於學員程度的掌握還要再加強比較好。 

 

D 組 

發表準備時間很趕但發表比想像中好。 

第一節課複習的時候可以慢一點好好複習。 

原本很擔心但後來很好。 

發表中有些不是課程內容教過可以從中反省課程安排。 
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8/29 總檢討會 

地點：HT104 

時間：下午三點 

會議主持：王蕙嫻 

會議記錄：鄭云瑄 

會議內容：針對活動整體需改善的地方發表意見 

 

1.說明成果書製作格式 

班級+最終目標+學員程度+人數+簡易版一週教案+全班照片+每日課程各兩張=四

面，含內容與照片與說明+GT 感想含日方中日各 500 字。 

中文 12 新細明體日文 10.5 明朝體。 

Word 檔與 PDF 檔都要。 

9/25 星期五截稿日。 

 

2.檢討反省點 

歡迎會食物等人到了再開。 

暑假網路討論時日方難聯絡。 

蚊子多可自備防蚊產品。 

學員通知太慢。 

各班做料理時間要錯開。 

FB 粉絲專頁更新及宣傳太少。 

台方 GT 社團固定下來。 

地圖可以上傳 FB 粉絲專頁。 

歡迎會歡送會菜單量控制需再加強。 

工作人員數量太少。 
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乳牛圖案屬東海大學乳品小棧所有 

課程紀錄 
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繪製：李冠蓁 

20



予定な計画表 

人数 
１２

人 
程度 

日本語学科一年生 

(みんなの日本語 4冊を勉強し終わった) 

目標 長い文章を書くだけでなく、方言も使って効果的な PV を作成する 

 １時間目 ２時間目 ３時間目 

 ① 学生生活 

8 

月 

24 

日 

(月) 

 

自己紹介 

 
① 自分の好きなものを 

カードに書く 

② くじ引き 

③ 好きな物＆自己の紹介 

紹介 

「日本の学生生活」 

↓ 

比較 

「台湾の学生生活」 

発表 
「台湾と日本の 
学生生活の比

較」 
↓ 

話合い 

「台湾(学食)の

食べ物」 

 ② 食べ物 

8 

月 

25 

日 

(火) 

おすすめ紹介 

「日本(学食)の食べ物」 

↓ 

発表 

「台湾(学食)の食べ物」 
※事前に課題提示しておく 

説明 

「お好み焼きの作り

方」 

↓ 

調理実習 

「お好み焼き」 

調理実習 

「お好み焼き」 

 ③ イメージキャラクター、年中行事 

8 

月 

26 

日 

(水) 

クイズ 

「イメージキャラクタ

ー」 

↓ 

紹介 

「なんぼー君」 

説明 

「甲南大学の年中行

事」 

↓ 

発表 

「東海大学の年中行

事」 

日本語学科と東別

のイメージキャラ

クター作成 

↓ 

発表 
容姿や由来につい

ても説明 

 ④ イメージキャラクターの作りこみ、発表準備 

8 

月 

27 

日 

(木) 

話し合い 

「キャラクターの中身 

作りこみ」 

↓ 

紹介 

「口調」 

説明 

「関西弁」 

↓ 

準備 

「最終発表役割分担」 

準備 

「最終発表原稿

作成」 

 ⑤ 日本語学科の PV 

8 

月 

28 

日 

(金) 

準備 

「最終発表準備」 

発表準備 

「時間調整や発音・ア

クセント確認」 

↓ 

「リハーサル・録音」 

最終発表 
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８／２４（月） 

 

一時限目 

 

あいさつ 注意事項を説明して、自己紹介の手本を学生に見せる。 

打招呼 說明課程注意事項後，讓學生看自我介紹的範本。 

 

自己紹介の準備 学生にカードの表に自分の名前を、裏に自分の好きなものの

ヒントを３つ書いてもらってから、GTがカードを回収する。 

自我介紹的準備 請學生在卡片的正面寫上名字，並且在卡片的背面寫上自己喜

歡的東西的三項提示。寫完後由 GT 統一收回。 

 

自己紹介する 最初に自己紹介をする人を、カードを引いて決める。 

カードを引かれた人が自分の好きなものに関する３つのヒン

トを読み上げて答えがわかった学生は手を挙げて答える。 

自己紹介をした学生が次に自己紹介する人を、カードを引い

て決める。(最後の一人まで繰り返す) 

自我介紹 先抽一張卡片來決定第一個自我介紹的人。被抽到的人先做自

我介紹後，再唸出自己所寫下的三項提示，而其他學生如果知

道答案的話就舉手回答。自我介紹完的學生抽另一張卡片來決

定下一個做自我介紹的學生（直到每個人都自我介紹完）。 
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二時限目 

 

最終発表の説明 最終発表「PV作成」について説明する。 

内容：日本語学科の宣伝。 

目的：日本語学科に留学する学生を増やすこと。 

說明最終發表 說明最終發表——宣傳片。 

內容：宣傳東海日本語言文化學系。 

目的：吸引更多留學生來東海就讀。 

 

日本の学生生活紹介 甲南大学の学生生活を、食生活・アルバイト・交通（住所）・

授業の 4つの観点で紹介する。 

介紹日本的學生生活 從飲食、打工、交通（住所）、課程的四個觀點來介紹甲南大

學的學生生活。 

 

台湾の学生生活につ

いての発表の準備 

東海大学の学生生活について 4 つの観点でグループに分か

れる。学生が話し合って、3 時間目に発表できるように原

稿を作る。 

準備有關台灣學生生

活的發表 

總共將學生分成四個小組，每一組選一個觀點來介紹東海大

學的學生生活。分好組別之後讓學生們進行小組討論，並且

完成第三節課要發表的原稿。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

23



 

三時限目 

 

台湾の学生生活につ

いて発表する 

グループごとに 2時間目の話合いについて発表する。 

GTが発表内容を黒板に書いていく。 

發表台灣的學生生活 每組分別上台發表第二節課時的討論結果。 

由 GT 負責在黑板上寫下發表內容。 

 

まとめ 

 

GTが今日の学習内容をまとめる。 

学生に今日の感想を書いてもらう。 

總結 由 GT 來整理歸納今天的上課內容。 

讓學生寫感想卡。 

 

宿題提示 

 

明日のテーマに向けて宿題「東別の食べ物」の発表を出す

ことを説明する。 

說明作業 說明明天作業發表的主題——東別的食物。 
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 反省点 
・授業時間が短く、話合いが多かった 

・自己紹介の「好きなもの」というのは範囲が広すぎた（「好きな食べ物」など具

体的に） 

・声を大きく 

・学生の声が聞き取れないときには直接言う 

・学生が発言した内容はもう一度繰り返すようにする 

・漢字に読み仮名をふれていなかった 

・授業中に間が空いてしまった 

 

 アドバイス 
・作文の際に文型を用意するのはよかったが、文型を使用する分、準備時間をもっ

と短くすればよかった 

・机の並べ方が会議のようで好ましい状態ではなかった 

・日本語で何回も言う 

・GT の配置は分散させる 

・GT も反応するようにする（学生に求める理想の反応をする） 

・例示はわかりやすく適切なものを 

・GT も授業の中に入って盛り上げる 

・かみ砕いて説明 

・日本人（しずか）、GT（せんう・ニニ・ウウ・臨）、学生の全員で授業を作って

いくように 

・発表準備の時間はをもっと作るべき 

・宿題は積極的にだしましょう 

・極力すべて日本語でおこなうように 
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８/２５（火） 

 

一時限目 

 

あいさつ お互いのニックネームを覚えるゲームを行う。 

打招呼 進行有助於記住全員綽號的遊戲。 

 

導入 「味・食感」について PPTをもちいながら説明する。 

課前引導 使用 PPT 說明味道、口感的相關用詞。 

 

日本の食べ物を紹介

する 

味、食感、価格、作り方、食材を説明する。 

介紹日本的食物 說明其味道、口感、價格、作法與食材。 

 

東別の食べ物につい

て発表する 

学生に東別の食べ物の名前、食材、価格、作り方、味、食

感について紹介してもらう。 

發表作業 請學生介紹某個東別食物的名稱、以及其食材、價格、作法、

口感等等。 
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二時限目 

 

お好み焼きの作り方

を説明する 

学生に黒板に貼ってある順番をバラバラにしてあるお好み

焼きの作り方の手順を正しい順番にしてもらって、答え合

わせを PPTで行う。 

說明大阪燒的作法 請學生將黑板上印有大阪燒製作的各個步驟的紙按照正確順

序排列，之後 GT 再用 PPT 公布答案。 

 

実際に調理を行う 役割分担をして、実際にお好み焼きを作る。 

料理實作 分配好每個人的工作後開始製作大阪燒。 
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三時限目 

 

食事時間 お好み焼きと日本の食べ物で紹介した梅干しと味噌汁を味

わって、感想を話す。 

品嚐時間 品嚐大阪燒及在第一節課時介紹過的日本梅干和味噌湯，並

且說說自己的感想。 

 

片づけ 全員で片づける。 

環境整理 大家一起整理環境。 
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 反省点 
・GT も学生ももっと日本語を使いたい 

・時間が足りなかった 

・時間がかかりすぎたので、時間配分を考える 

・プリントの単語を理解していないが多かった 

・学生の名前が憶えられていない 

・日本人（しずか）の質問の話すスピードが速いために、学生も反応しづらく発言を

促せなかった 

・日本人（しずか）の日本語がわかりにくいために、GT を翻訳しなければならないと

いう気持ちにさせていた 

 

 アドバイス 
・日本人（しずか）の発音をもっとはっきりさせる 

・発音の見回りはしっかりすること 

例の提示を十分におこなうように 

・ただ読むだけではなく、深みにまで触れられるようにする 

・単調な授業になっていた 

・反応を観察する 

・質疑応答から、学生の考え（中身・体験）をつかみとる 

・＜教案＞に質問や発言内容をあらかじめ書いておく 

・単語に対しては絵を用いて理解を促す 

・例文や例をたくさん挙げる 
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８/２６（水） 

 

一時限目 

 

「イメージキャラク

ター」のクイズ 

全員はまずパワーポイントにある例題を解いてから、イメ

ージキャラクターが宣伝しているものを語群から選ぶ形式

で、ワークシートにある空欄を埋める。GTは学生に問いを

投げかけてから、パワーポイントで正解を見せる。 

「吉祥物」猜謎 首先全班一起回答在投影片上的例題，然後每個人就講義上

給出的答案選項，將之填到自己認為對應的吉祥物下方的空

格。GT 針對每個人的回答提出問題後，再用投影片給學生看

正確答案。 

 

甲南大学のイメージ

キャラクターの紹介 

パワーポイントを用いて、甲南大学のイメージキャラクタ

ーである「なんぼー君」を紹介する。学生に発話を促す。 

甲南大學吉祥物介紹 以投影片介紹甲南大學的吉祥物「南波君」，並請學生踴躍發

言。 

 

課題提示 二時間目の課題「日本語学科の年中行事」（日文の夜、紅白

歌合戦、日本の週）について、グループごとに話し合う。 

第二節課任務預告 針對第二節課的發表「日文系年度活動」(日文之夜、紅白歌

合戰、日文週)，分組進行討論。 
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二時限目 

 

「甲南大学の年中行

事」の紹介 

GT は「甲南大学の年中行事」（新歓祭、クリーン作戦、摂

津祭など）について説明する。 

「甲南大學年度活

動」介紹 

GT 針對「甲南大學年度活動」(例如新生歡迎祭、打掃大作

戰、攝津祭等等)進行說明。 

 

「日本語学科の年中

行事」発表 

学生は話合いをまとめたあと、発表を始める。GTは該当内

容のパワーポイントを映す。 

「日文系年度活動」

發表 

學生整合好上一節課討論出的結論，進行日文系年度活動的

發表。GT 使用投影片放映學生發表的日文系年度活動照片。 
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三時限目 

 

「イメージキャラク

ター」作成 

学生は２グループに分かれて、東別と日本語学科のキャラ

クターを作成する。 

キャラクターの容姿や性格なども設定する。 

設計吉祥物 將全班分成兩組，分別設計東別和日文系的吉祥物，並設定

吉祥物的外貌及個性等等。 

 

「東別と日本語学科

のキャラクター」発

表 

GT はイメージキャラクターの写真を撮り、画像を

googledrive にアップし、スライドに映して、グループご

とに作成したイメージキャラクターを発表する。 

「東別及日文系吉祥

物」發表 

GT 將學生完成的吉祥物拍照上傳至 Google 雲端硬碟，並於

大螢幕上放映，各組針對他們所設計的吉祥物進行發表。 
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 反省点 
・年中行事の発表の時、ほかのグループの発表を聞いていない学生がいた 

・時間配分が守れなかった 

・クイズの時間が長すぎた 

・説明が足らず、理解できていない学生がいた 

・日本人（しずか）の話すスピードがはやくなりがちだった 

 

 アドバイス 
・発表内容を再度繰り返す必要がある 

・イメージキャラクターはもっとキャラ立ちさせる必要がある 

・説明したい＝発表する 

・知りたい＝質問する 

・質問をすることで、相手に「私はあなたに興味があります」と示すことができる 

・作文は添削してフィードバックする 

・しゃべりたい気持ちにさせることで、発話を促す 

・質問を広げていく 

単調な授業にさせない 

・話が前に進むようにする 

・もっと質問を工夫すべき 
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８／２７（木） 

 

一時限目 

 

キャラクターの中

身の作りこみ 

昨日作成したイメージキャラクターの設定を確認するため

に、学生が昨日の設定を思い出して発言する。GTは黒板にま

とめる。 

吉祥物的角色設定 學生回想、確認昨天吉祥物的角色設定，ＧＴ在黑板上統整 

 

まとめ 新たに加わった設定を確認するために。 

統整 確認新加入的角色設定。 

 

口調紹介 最終発表の時にするアフレコで口調もイメージに合わせたも

のにするために、アニメを見せて、キャラクターの口調の特

徴を PPTで説明する。 

腔調介紹 發表會要將吉祥物的角色設定和配音的腔調結合，所以播放動

漫，用 PPT 說明角色的腔調特徵。 
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二時限目 

 

関西弁説明 

 

概要・使う理由・特徴・発音・焼く使う表現・面白言う表

現について説明する。 

關西腔說明 說明關西腔的概要、使用理由、特徵、發音、常用的句子、

繞口令。 

 

最終発表準備 学生が役割分担をする。（具体的な内容や原稿は学生が自作

する） 

準備最終發表 學生角色分工。（具體的內容和原稿學生自行創作） 

 

 

 
 

 

繪製：李冠蓁 
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三時限目 

 

最終発表準備 学生：引き続き作業をする。 

GT：学生の原稿をチェックして、書けた学生からアクセン

トや発音の確認をしていく。 

準備最終發表 學生：繼續上一堂課的部分。 

ＧＴ：訂正學生的原稿，確認學生的音調和發音。 

 

まとめ 今日の内容と感想をまとめる。 

学生に今日の感想を書いてもらう。 

總結 總結今日的內容及感想。 

讓學生寫感想卡。 
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 反省点 
・時間配分のコントロールができなかった 

・関西弁の復習が少なかった（特に発音） 

・授業中違うことをしている人もいた 

 

 アドバイス 
・自然な会話を中心に行うようにすべき 

・すぐに使えるような表現にしぼる 

・やりたいことと目標のギャップを埋める 

・講義っぽい授業になりがちだが、甲南キャンプでは不要 

・生の映像資料などは２回以上見せる 

・映像を見せる場合にはポイントを前もって提示する 

・何事にも繰り返しが必要 

・時間が限られているので、余計なことは削る 
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８／２８（金） 

 

一時限目 

 

最終発表準備 昨日回収した原稿を返却して、学生と一緒に読み方・アクセ

ントの確認をする。 

準備最終發表 將昨天回收的原稿還給學生，和學生一起確認念法和腔調。 
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二時限目 

 

リハーサル・録音 最終の時間調整や発音・アクセント確認を行って、録音す

る。 

排演、錄音 最後時間掌控和發音腔調的確認、錄音。 

 

まとめ ５日間のまとめ、全員一言ずつコメントする 

總結 五天來的總結，每個人一句評語。 
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三時限目 

 

発表会 発表会開始。 

發表會 發表會開始。 
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 反省点 
・PPT が完成していない 

・発音のチェックが細部までできなかった 

・成長を実感させることができなかった 

・ただ楽しいだけの授業になっていた 

・全員の録音が出来なかった 

 

 アドバイス 
・常に発表会のクオリティーを目指した授業を行うようにすべき 

・学生の能力が伸ばせるような授業を計画すること 

・「何をすでに学習しているのか」見ておくべきだった 

・成果への方略の見通しが全然立っていない 

・日々の準備がもっと必要だった 

・位相語・役割語について取り上げてもよかったと考えられる 
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最終教案 
 

 

 

 

最終目標 

① 日本人の友たちに「おもてなし」をすることがで 

きるようになる 

② 日本語を使って、物の説明ができるようになる 

学生のレベルと人数 第二外国語二年間以上・１６人 

 

 

月曜日 

8.24 

 自己紹介、他己紹介 

 ＧＴが見本として、 

自己紹介して、生徒 

にやってもらう 

 ワークシートでくじ 

をして、グループを 
組み分ける 

 すごろく 

 すごろくのルールを 

説明する、 
 ＧＴもグループに入 

って、すごろくをす 

る 

 クイズ！日本事情 

 ＰＰＴで日本の事情 

をクイズで教える 

 答えはグループごと 

に話し合う 

 

 

 

 

火曜日 

8.25 

 招待状を書きましょう 

 手紙でよく使う文型 

を紹介、説明する 

 生徒に手紙を書いて 

もらう 

 道案内 

 甲南大学の紹介、道 

案内の語彙を確認す 

る 

 ワークシートを使っ 

て、ペアで道案内の 
練習をする 

 グループ内でお勧め 
の店を紹介して、地 
図を使って案内する 

 発表 
 ２時間目に話し合っ 

た内容をグループ内 

で一つにしぼって、 

クラスで発表しても 

らう 

 

水曜日 

8.26 

 食べ物の説明 

 日本の食べ物の紹介 

 味・匂いの形容詞の 

紹介 

 台湾の食べ物の紹介 

を考えて、発表する 

 調理実習① 
 ＰＰＴとワークシー 

トでお好み焼き作り 

方、道具の紹介の説 
明 

 お好み焼きの作成 

 調理実習② 

 お好み焼きの作成を 

続く 
 片付け 

 

 
 

木曜日 

8.27 

 寸劇を考えましょう 
 4 つのシチュエーシ 

ョンを説明し、グル 
ープで台詞を考えさ 
せる 

 クラスで演じさせる 
し、ＧＴがコメント 
をする 

 復習ゲーム 
 2 チームに分けて、 

授業内で今まで勉強 

した単語を、他の人 

に別の単語や言葉に 

代わって説明する 

 最終発表の準備 

 最終発表についての 

説明 
 2 つのグループに分 

かれて最終発表に向 

けた準備 

金曜日 

8.28 

 寄せ書き 

 寄せ書きについて説明 

 寄せ書きの作成 

 発表準備 

 最終発表の内容をＧＴ 

が確認、練習する 

 最終発表 

 キャンプの全員が面 

白い発表をしたチームを 

選らんてもらう 
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月曜日 第一節 
 

自己紹介、他己紹介 ①  GT たちがこれからの課程や発表についてのことを説 

明、そして各自で自己紹介をします。 

② ワークシートを配って、書き方を説明。生徒たちに書い 

てもらう。 

③ くじ引きして、引いた人をみんなの前で紹介。グループ 

を分ける。 

自我紹介、介紹他人 ①  先由 GT 們進行課程的說明和介紹，並且進行日 

文的自我介紹作為學員的範本 

② 發學習單並進行學習單的說明，並請學員回答學 

習單上的問題 

③ 利用抽籤的方式讓抽籤的人用日文介紹被抽到的 

人，同時進行分組 
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月曜日 第二節 
 

すごろく ① すごろくのルールを説明する。 

② 四つのグループに分かれてサイコロを振って、メンバーの 

二人がマス目の質問に答える他のチームは順番に一つ 

の質問をする。 

※  やり易くために台湾の GT もグループに入る。 

大富翁 ① 大富翁的日文教學及規則的說明 

② 根據前面課程所分的四個組進行遊戲。每組必須 

有兩人回答停留格子的問題，其他組必須針對回 

答問題的組別提問 

※ 為了遊戲進行順暢及氣氛掌握，台灣 GT 也會進 

入各組一起活動 
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月曜日 第三節 
 

クイズ！日本事情 ①  ＰＰT を使った日本についてのクイズに答えて、グループ 

対抗で点数を競走。 

② 勝ちチームに賞品を配って、生徒全員に感想カードを 

回収。 

你知道多少呢！ 

日本小知識 

① 透過ＰＰT 出題，一邊介紹日本一邊讓小組討論 

並回答題目，同時計分進行小組對抗賽 

②  發給獲勝隊伍獎品後，請學員填寫感想卡並回收 
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ＧＴの感想 全員初参加の私たちが一番心配しているのはクラスの雰囲気 
が燃えないということだが、「危ないなら私たちもグループ 

に入ろう」という戦略が大成功だった！第一日目が終わる 

前、生徒との話も彼らにもらった感想カードも、これからの 

活動を期待しているというフィードバックをもらったのは私 

たちの心が落ち着くになりました。 

GT 授課心得 一群第一次參加的新手進入了第一天活動，最害怕的就是無法 

炒熱氣氛。我們早就有的共識「如果不行我們就跟著跳進去玩 

吧」戰略結果非常的成功！第一天下來不論是下課跟學員們聊 

天還是從感想卡的回饋，都成功讓他們期待接下來的活動，可 

以說是一個很棒的強心針。 

 

生徒のフィードバック 話すのスピードはちょっと速い 活動とゲームは面白

い 

學員的回饋節錄 講話有點太快了 

精心設計的活動與遊戲很好玩 
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火曜日（Tue.） 第一節 
活動 内容 

 

 

導入 

「日本人の友達を台湾に招待する」という状況や手 
紙でよく使われる定型文を紹介・説明したあと、例文 

を見せる。 以「邀請日本人朋友來到台灣」為主

題，介紹 並說明寫邀請函時會用到的句型，用 

PPT 展示 範例給學員看。 

練習 
見本を見ながら、各自招待状を作成する。 
學員一邊參考範例，一邊完成自己的邀請函。 

発表 
作成した招待状をクラスで発表する。 
請學員上台分享各自的邀請函內容。 

 

 

(上課用 PPT) 
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火曜日（Tue.） 第二節 
活動 内容 

 
導入 

甲南大学（神戸）の紹介をしつつ、道案内の語彙を 
確認する。 

以 PPT 簡單介紹甲南大學，接著讓學員知道帶 

路會用到的日文單字該怎麼說。 

 
定着練習 

インフォメーション・ギャップを用いて、ペアで場所を教え 
あい、道案内のやり方を練習する。 發下畫有地圖的

學習單，學員兩人一組，練習 並熟悉問路以及

指引方向的對話。 

 
 

 

(上課用 PPT) 
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火曜日（Tue.） 第三節 

 
応用練習（グループ活動） 

1 日目の宿題として出しておいた、「東別のおす 
すめのお店」を 4 人チーム内で、紹介しあう。 以

四人為一組，個別向組員介紹推薦的東 別

店家。 

 
発表 

グループ内で出た案を一つに絞り、クラスで発表 
を行う。 一組派出一個代表，上台發表推薦

的店 家。 
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GT 感想 

一時間目で、生徒たちに招待状を書いてもらいまし 
た。当日の課程が終わった後、竹浦さんは生徒たちの手 

紙を全部訂正してあげました。こんな熱心な人とキャン 

プをやるのがうれしいと思います。 

二時間目と三時間目で、生徒たちが東別のおすすめの 

店を紹介したり案内したりしてくれました。皆は上手だ 

ったと思います。ちなみに、GT の私たちは夜、竹浦さ 

んをつれて、教えられた店に行きました。 
今天的課程讓人有實用又親切的感覺！平常的第二外 

語課可能比較少著墨在寫作，所以當學員們開始寫信的時 

候大家都絞盡腦汁地在想，之後也回收了信並請竹浦批改 

隔天發還給學員，我們覺得這是一個很好的教學互動。第 

二節跟第三節的課是學員們認為得到很多收獲的部份，因 

為能把學到的東西用在現實情況對於學習而言是非常有成 

就感的。我們因此認為這天的課程設計很成功。 

學員心得與回饋 
道路的指引課程是我比較不擅長、但又很實用很需要學會 

的部分！課程中學會了很多，以後終於會用日文介紹路 

了！ 
 道案内のが私にとって苦手なんですが、実用性が高いし 

勉強するべき物と思います！色々勉強しました。やっと 

日本語で道案内ができました！ 
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水曜日 第一節 
 

 

食べ物の説明 1.日本の食べ物（お好み焼きなど）を紹介しながら、味や材料の説明の見本を見せる。 

2.チームに分かれて、こちらが用意した台湾の料理について説明文を考えてもらい、発表 

してもらう。 

食物的說明 1.介紹日本的食物(大阪燒等等)時，邊示範如何介紹食物的味道及材料。 

 
2.分成四個組別，各組選一道台灣料理(有提供數個選項給學生做選擇)，並針對味道及 
材料做說明、發表。 
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水曜日 第二節 
 

 

 

調理実習① 1. お好み焼きの作り方について説明し、料理をするときに使う動詞や器具について 

学習する。 

2.お好み焼きの作成 

料理實習① 1.說明大阪燒的做法，學習做料理時常用到的動詞及器具。 
 

2.製作大阪燒 

 

 

↑お好み焼きの作り方を勉強している。 學習大阪燒的製作過程 
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水曜日 第三節 
 

調理実習② 
1.お好み焼きの作成の続き 

2.片付け 
 

3.最後の発表に向けての説明を行う 

料理實習② 
1.繼續製作大阪燒 
 

2.收拾整理 

3.針對發表會進行說明 
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ＧＴの感想 学生がお好み焼きを作ると聞いてから、ずっと楽しみだった。みんなの反 

応を見て、がっかりさせないように、ちゃんと準備しないと思った。当日、 

学生と私たちはおしゃべりしながらお好み焼きを作って、距離が縮まったと 

思って、本当に楽しかった。 

 
GT 授課心得 

 
學生們在前一天聽到要做大阪燒後都非常期待，看到大家的反應，想著 

東西一定要好好準備齊全，不要讓大家失望才好。當天，和學生們邊做大阪 

燒邊聊天，感覺彼此的距離縮短了不少。雖然大阪燒很多塊都燒焦了，但大 

家還是享受在做料理當中。 

 
 

生徒のフィードバック 

 
 

＊授業が楽しかった。日本料理を見て、お腹がすいてきた。お好み焼きとても 

おいしかったよ。 

＊一対一の授業が欲しい。先生は恥ずかしがり屋なんだけど心を込めて授業を 

しました。 

學員的回饋節錄 
 

＊課程很有趣，日本料理看得都餓了、大阪燒超好吃的喔！！ 
 

＊希望能有機會１對１教學，老師感覺很害羞但很用心 
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木曜日（Thu.） 第一節 
 活動 内容 

 

 

 
寸劇を考えましょう！ 

導入 

寸劇のシチュエーションを説明する。 

①  日本人の友人が遊びに来た。 

② デートの待ち合わせで、彼氏／彼女が遅れて来 

た。 
③  友達を、他の友達に紹介する。 

④ お別れのときの挨拶・会話。 説明だけでは理解し

づらいと思うので、ＧＴが導入部 分だけ演じてみせる。 
說明四個短劇的情境。 

 
 

作業 

4 つのグループに分かれて、シチュエーション別にストー 
リー（台詞）を考えてもらう。 

ひとり 2 回以上台詞を話すというルールを設ける。 以

四個小組為單位，各組以被分配到的情境為 題，

編出一個對話，一人至少要有兩句台詞。 

 
発表 

チームごとに考えたストーリー（台詞）をクラスで発表 
し、ＧＴがコメントをする。 各組上台演出自己想出

的短劇，由 GT 發表評 論。 
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木曜日（Thu.） 第二節 
活動 内容 

 
 

導入 

「2 チームに分かれて、授業内で今まで勉強した単語 

を、他の人に別の単語で説明する」といった内容のゲ 

ームを行うことを説明し、ＧＴが一度見本を見せる。 
將學員分成兩個隊伍，將營隊期間學習過的單 

字以遊戲方式做為複習。 

 

 
 

ゲーム 

日本人講師が回答者となり、2 チームは出題された 
単語の説明を 3 分間行う。より多くの単語を当てさせ 

ることができたチームが勝利、負けたチームは罰ゲーム 

を行う。 日本人老師擔任答題者，兩隊在規定時

間內將 PPT 的單字，以不提及單字的方式說

明，讓老 師答題。答對數較多的隊伍即為獲

勝。 
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木曜日（Thu.） 第三節 

 

 

 

導入 

最終発表で行う劇について説明する。 

2 チームに分かれて「台湾に遊びに来た日本 

人の友達をおもてなしをする」といったテーマに 

沿う劇を行い、どちらのチームがより魅力的な 

おもてなし案を考えることができるかを競う。 
說明最終發表的進行事宜：以「招待來台 

灣玩的日本人朋友」為題，演出一齣短 

劇。 

 

 
 

作業 

1 時間目の寸劇で学んだことを踏まえて、これま 
でに学んだこと（自己紹介、他己紹介、招待 

状、道案内、味・材料の説明）を含む、最終発 

表で行う劇の台本を考えてもらう。 また、生徒に

パソコンを貸し出し演劇の内容に 沿ったＰＰＴを

作成してもらう。 開放時間讓學員討論最終發

表的內容。 
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GT 感想 

一時間目で、「寸劇を考えましょう」という活動は生 
徒たちにちょっと難しいかなと思ったんですが、発表す 

るときにはそういう心配が全然なくなかった。皆さんの 

発想が面白くて、いいパフォーマンスをしてくれて楽し 

かったと思います。 

二時間目で、生徒たちは皆よく努力して話してくれ 

て、盛り上がりました。話があまり出てない人もいるん 

ですが、皆はちゃんと考えてくれて、うれしいとおもい 

ます。生徒たちにとっていい経験だと思います。 
除了準備最後一天的發表的部份，短劇跟遊戲雖然都 

算是很有趣的項目，但都需要一定的實力。原本還有些擔 

心跟不上的學員會不會玩不起來，不過大家即便自己不會 

也會努力提問，實力較好的學員也會幫助比較差的同學。 

這點不僅令後 GT 們動容，同時也敬佩大家的向上心，或 

許正是有這些特質的人才會在這營隊相遇吧！ 

學員心得與回饋 遊戲很有趣 
蠻好玩的~ 

 ゲームは面白でした！ 

楽しかったです～ 
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 金曜日 / 星期五 
 

★ 一時間目 / 第一節★ 
 

 
 

 

 

 

 

添削 

前日に考えた最終発表のセルフＧＴが確認し、修正を行う。ま 

た、発表の主旨に沿っているかどうかなど助言をする。 

確認最終發表的台詞並加以修正。 

寄せ書きをしよ 

う! (大家一起來寫留 言
板吧!) 

今日は最後の日だから、日本の寄せ書きを紹介して書きまし 

た。多くの人は上の図のような書きました。 先生やＧＴやクラス

メイトの間に自分の寄せ書きをお互いにコ 
メントをして皆が楽しかった。 

今天是甲南營的最後一天，所以向學員們介紹常在離別時刻使用 

的留言板寫法和形式。而學員們多喜歡有趣的放射狀寫法而非字 

塊。 

日本老師、GT 和學員間也互相留下自己想說的話。 
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★ 二時間目 / 第二節★ 

 

最終発表を備え 

て、練習を行う 

(最終的發表練 

習) 

次の時間の最終発表に向けて調整を行う準備でしだ。生徒たち 

がセリフを覚えることができそうならそうするよう促がす。 

  為了第三節的成果發表，我們也安排了小組的排練時間。利用這節時
間熟練劇情，也盡可能的鼓勵學員背下台詞，呈現出更完美的表演。 
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★三時間目 / 第三節★ 
 

最終発表(成果發 

表) 

他クラスの発表をしっかり聞いて、日本語を聞きとれるように 

なる。 

これまでに学んだ項目（自己・他己紹介、招待文、道案内、料 

理の説明）を踏まえたテーマに沿う内容の演劇を２チームに分か 

れて発表し、より面白い発表をしたチームが景品をもらうことが 

できる。 
 

      最後的成果發表將 B 班這禮拜所學的自我介紹、邀請函、道路引
導和料理的說明加以融合成一部完整戲劇呈現給所有的甲南成員觀
賞。 
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GT 感想 

もともと皆の状況ずっと心配していて、なんか練習不足らし 

い。セリフも覚えていない。しかし、最終発表はよくてきた！予 

想以外にいいパフォーマンスした！ 

発表するため、学員たちずっと頑張っていて先生ではなく、Ｇ 

Ｔたちも感動したと思っている。Ｂクラス全員一緒楽しく日本語 

を勉強していて本当によかったと思う！ 
本來因為學員們的練習時間不夠所以一直很擔心他們的成果發 

表。但直到上台發表前學員們都很認真的在練習也能感受到他們的 

緊張。但最後的成果發表大家的表現真的很好!看著大家努力發揮課 

程所學的努力準備表演，日本來的老師和 GT 們都感到很開心!能和 

大家一起開心的學日文真的很好玩! 

学員のコメント 
(學員回饋) 

˙這次甲南營學到很多，老師們想了很多實用的課程學到很多，希 

望下次能再來玩! 
˙每次學得正起勁的時候就下課了，希望甲南營的時間能夠長一 

點。如果能 7 點開始就能上比較久了! 

˙希望發表的時間和內容能早一點告知我們，這樣就能早點準備 

了。 
˙課程都很棒學到很多!不但讓我們練習用日文寫邀請函真的很實 
用!(這樣就可以邀請日本朋友來台灣玩了!) 本來對會話不太擅長的我

也在課程中練習很多說日文的機會，讓 我能夠大聲練習日文口語能

力也進步很多! 
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C クラス 
 

 

メンバー 

中村翔     

坂井陽香 

陳幸渝（サッチ）    

曾詠純（えいじゅん） 

陳怡靜（イージン）  

黃姿琇（うた） 
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授業計画表 

（  Ｃ  ）クラス  

 １時間目 ２時間目 ３時間目 

8 

月 

24 

日 

(月) 

自己紹介 

・教師の自己紹介 

・名札作り（5分） 

・生徒側の自己紹介（35

分） 

 

クイズで日本の紹介 

・日本に関するクイズを

する 

・一番正解が多いグル

ープには日本のお菓子

をあげる。 

ゲーム 

・グループに分けてかる

たをする。 

・各グループの一位の

人に日本のお菓子をあ

げる。 

8 

月 

25 

日 

(火) 

・たこ焼きと団子の種類

の紹介 

・たこ焼きと団子の作り

方を教える 

・たこ焼きと団子を作る 

・グループによって順番

にたこ焼きの体験をする 

団子は全員作る 

・作ったたこ焼きと団子

を食べて、その後片付

けをする 

・最後の日の発表につ

いて説明する 

8 

月 

26 

日 

(水) 

レストランなどでの注文

の仕方を勉強する 

・プリントを使って注文の

仕方を教える 

・ペアを作りお客さん側

と店員側に分かれて注

文の仕方を練習する 

コンビニで使う日本語を

勉強する 

・プリントを使って買い物

の時に使う日本語を教

える 

・ペアを作り買い物の時

に使う日本語の練習を

する 

買い物のロールプレイ 

・教室の中にいくつかお

店のようなものを作り、

そこで買い物をする時の

やりとりを日本語です

る。 

 

8 

月 

27 

日 

(木) 

日本のゆるキャラの紹

介 

・パワーポイントで日本

各地のゆるキャラの紹

介をする 

・日本地図を使ってゆる

キャラがいる日本の街

の位置を覚える 

道案内と観光地の紹介 

・道案内の単語と文型を

紹介する  

・ペアで練習する 

・観光地の紹介で使う文

型の勉強（10分）  

 

最終日の発表の準備 

グループで話し合う 

8 

月 

28 

日 

(金) 

5日間のまとめ 

・5日間に勉強したもの

を確認 

・クイズをする 

 

発表のリハーサルをす

る 

発表（日本の観光地を

紹介する） 

学生のレベルと人数：第二外国語一年間以上・33人  

最終目標：日本に旅行に行った時に最低限のコミュニケーションは取れるようになる  
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月曜日の一時間目：自己紹介 

1.教師の自己紹介（老師自我介紹)  

黒板に書いてある文型を使って、自己紹介

の手本をしました。 

（使用寫在黑板上的句型示範自我介紹） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.名札作り (做名牌) 

生徒達は自分の名前とニックネームを配

ったカードに書きました。生徒たちは書き

たがる字の書き方がわからない時、ＧＴた

ちが手伝いました。 

（學生們在發下去的卡片上寫上自己的名

字和綽號，學生遇到想寫的字不會寫的時

候，GT 們去幫忙) 

 

 

 

 

 

3.生徒側の自己紹介(學生自我介紹)  

生徒達を順番に文型を使って、自己紹介を

しました。 

（學生們輪流使用句型做自我介紹） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66



月曜日の二時間目：面白いクイズ 

1.クイズの説明をする （講解測驗規則） 

先生は例題でクイズのルールを説明しま

した。 

（老師以例題說明測驗規則） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.クイズをする（進行測驗） 

クイズをした時、クルップを分けました。

クループで相談して、答えを決めて、Ａ

ＢＣと書いてある紙を上げました。 

（分組進行測驗，小組組員討論後決定答

案然後舉起寫有 ABC 的紙卡） 

 

 

 

 

 

 

 

3.結果発表（發表結果） 

一番正解が多いグループには日本のお菓

子をあげました。  

（答對最多的小組給予日本的零食作為獎

品） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
67



月曜日の三時間目：ゲーム（かるた） 

1.かるたの説明をする（介紹花牌） 

黒板にかるたの遊び方を説明しました。 

（在黑板說明花牌的遊戲規則） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.かるたをする（玩花牌） 

グループに分けてかるたをしました。 皆

はテンションとても高かったです。 

（分組進行花牌，大家興致都很高） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.結果発表（發表結果） 

各グループの一位の人に日本のお菓子を

あげました。  

（每一組的第一名給予日本的零食作為獎

品） 
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    学生の反応 

   と 

   私たちの感想 

今日は授業の第一日、雰囲気がちょっと気まずいです。

始まったばかりので、学員たちはＧＴの話すスピードが速

すぎたから、聞いてあまりわからないという感想がありま

した。習うことがそんなに多くないと思う学生もありまし

た。教室では狭かったので、外でかたるを遊びました。み

んな楽しくて、ゲームが面白いと思いました。 

いいはじめがあり、それからの活動を楽しみにしていま

した。 

 

 

 

學生的反應 

和 

我們的感想 

    今天是上課的第一天，氣氛免不了有些尷尬。剛

開始還不清楚學員的程度到底如何，所以有學員反應

說話的速度太快聽不太懂，也有人認為學到的東西不

夠多。因為教室場地不太適合最後一節課的花牌遊

戲，所以臨時才換了場所。但是大家都樂在其中，覺

得遊戲很有趣。 

    期望大家對於甲南營都有一個好的開始，並且期

待接下來幾天的活動。 
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火曜日の一時間目：料理の作り方の紹介 

1.たこ焼きと団子の種類の紹介 （介紹章魚燒和團子的種類） 

パワーポイントでたこ焼きと団子の種類や特

別なたこ焼きと団子を教えました。 

（用 PPT 介紹章魚燒和團子的種類或是特殊的

章魚燒和團子） 

2.団子の作り方の紹介（介紹團子的製作方法） 

 

 

 

パワーポイントで団子の作り方を教えました。 

（用 PPT 介紹團子的製作方法） 

 

 

 

 

3.たこ焼き作り方を教える（介紹章魚燒的做法） 

実際に一つの組にたこ焼きを作らせて、皆さんにたこ焼きの作り方を教えました。 

（實際讓一組同學製作章魚燒，同時教大家章魚燒的做法） 

70



火曜日の二時間目：料理を作る 

たこ焼きと団子を作る（製作章魚燒和團子） 

団子を作っていた組は自分の好きな形の団子が作りました。皆楽しかったです。 

（正製作團子的小組做出了自己喜歡的形狀的團子，大家都玩得很開心） 

たこ焼きを作っていた組はとても興奮していました。皆は思いより上手ですね。 

（正製作章魚燒的非常興奮，大家都比想像中的做得好呢） 
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火曜日の三時間目：料理を食べる 

1.作ったたこ焼きと団子を食べて、その後片付けをする  

(吃做好的團子和章魚燒，然後收拾環境) 

 

2.最後の日の発表について説明する  

(說明有關最後一天發表的事情) 
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  学生の反応 

  と 

私たちの感想 

 感想カードでは、団子とたこ焼きがおいしいのをたくさ

ん書きました。“ストレスがなくて、日常の日本語を習いま

した。たこ焼きと団子の作り方も習いました。”と書く人が

あります。学員たちはほどんと初めて団子とたこ焼きを作

りました。いい経験だと言いました。 

 道具を紹介しているとき、紹介したい材料や道具を先に

テーブルに置いておく、クラスがもっと順調に行うかもし

れないという意見がありました。道具が足りない、もっと

多い道具を準備すればいいと思う意見もありました。 

 

 

 

學生的反應 

和 

我們的感想 

    學員的回饋單當中，大部分的人都說团子和章魚

燒很好吃。有人寫了「可以沒有壓力的學日常用語的

日文，也學到了章魚燒和团子的做法。」學員幾乎都

是第一次親手做团子和章魚燒，他們說是很棒的體

驗。 

    在介紹器材時，先將要介紹的食材與道具準備好

放在桌上，才能夠使課程更順利的進行，收到了這樣

的建議。也有學員表示器材有些不足，能再多準備一

些會更好。 
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水曜日の一時間目：レストランでの注文の仕方を勉強する 

1.プリントを使って注文の仕方と単語を教える（用講義教點餐的方法和單字） 

 

注文の時使える文型が書いてあるプリントで

注文の仕方を教えました。 

（使用寫有在點餐時會用到的句型的講義來教

導點餐的說法） 

 

 

 

 

 

 

パワーポイントでレストランでよく使う単語

を教えました。 

（使用 PPT 來教在餐廳常使用的單字） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ペアを作りお客さん側と店員側に分かれて注文の仕方を練習する 

（兩人一組分別飾演店員及客人，練習點餐的方法） 

 

皆真面目に練習していました。 

（大家很認真的練習著） 
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水曜日の二時間目：コンビニで使う日本語を勉強する 

1.買い物の時に使う日本語を教える（教導買東西時會使用的日語） 

 

パワーポイントでコンビニでよく使う単語

を教えました。 

（使用 PPT 來教在超商常使用的單字） 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本円の種類も教えました。 

（也教了日幣的種類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ペアを作り買い物の時に使う日本語の練習をする 

（兩人一組分別飾演店員及客人，練習買東西的方法） 
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水曜日の三時間目：買い物のロールプレイ 

1.ロールプレイの説明と準備（角色扮演的說明與準備） 

 

先生とＧＴが実際に一回注文をして、ロールプレ

イのやり方を説明しました。 

（老師和 GT 實際點餐一次，說明角色扮演的遊

戲規則） 

 

 

 

 

各店の準備をしました。五つの店があって、各店

は六つの商品を売っていました。 

（準備好各家商店。總共有五家商店，每家店賣

六種商品） 

 

 

2.ロールプレイをする（進行角色扮演） 

 

各グループを店員の役（2 人）と、お客さんの役（4，

5人）に分けました。お客さんの役の生徒は指定さ

れたものを買いました。 

（每組分成店員 2 人以及客人 4-5 人，當客人的學

生去各家店購買指定的商品） 

 

 

 

 

一番早い組は日本のお菓子をあげました。 

（速度最快的組別得到日本的零食） 
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  学生の反応 

  と 

私たちの感想 

今日はゲームや会話を通じて、日本語の会話を練習しま

した。「日常の日本語を習える授業が好き、ゲームも面白か

ったです。」、「このような授業は実用的です。」という感想

があります。たくさんの単語を教え、私たちもいろいろな

ことを勉強しました。そして、私たちが自分で甲南キャン

プの C クラスに限る千円を作りました。生徒たちも心を込

めるのを感じ、肯定を与えてくれました。 

ゲームをするとき、生徒たちが一生懸命学んだ会話を使

いました。みんながゲームを楽しみ、私たちも嬉しかった。 

 

 

 

學生的反應 

和 

我們的感想 

    這天設計了對話和遊戲，想讓學員們多多練習會

話。「能學習日常用語的課程很喜歡，遊戲也很有

趣。」、「生活化的課程，很實用。」教了許多的單字，

我們自己也練習到了許多。我們特別設計了只屬於甲

南營 C 班的千元紙鈔，學員們也感受到了我們的用

心，並且給予了肯定。 

    遊戲進行時，學員們都努力地運用了課程中所教

的會話內容。大家都很享受遊戲的過程，我們覺得很

高興。 
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木曜日の一時間目：日本のゆるキャラの紹介 

1.日本各地のゆるキャラの紹介をする（介紹日本各地的吉祥物） 

 

パワーポイントで日本各地の有名なゆるキャ

ラの名前や特色などを紹介しました。 

（用 PPT 介紹日本各地有名的吉祥物的名字或

特色等等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.地図を使ってクイズをする（使用地圖做測驗） 

 

日本地図を使ってゆるキャラがいる日本の県

の位置を覚えらせました。  

（使用日本地圖讓學生記住吉祥物所在的日本

的縣市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒は大きい地図と一緒に写真を撮りました。 

（學生和大地圖一起照相） 
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木曜日の二時間目：道案内と観光地の紹介 

1.道案内の単語と文型を紹介する（介紹問路的單字和句型） 

パワーポイントや道具で基本的な道案内の単語と文型を紹介しました。 

（用 PPT 或道具介紹基本的問路時使用的單字和句型）  

 

2.ペアで練習する（兩人一組練習） 

ペアを作って、相手が言う通り行って正しい

場所を探しました。 

（兩人一組，依照對方所說的走並找到正確的

地方） 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.観光地の紹介で使う文型の勉強（學習在介紹觀光地時會使用到的句型） 

パワーポイントで観光地を発表する時使う文

型を紹介しました。 

（用 PPT 介紹發表觀光地時會用到的句型） 
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木曜日の三時間目：最終日の発表の準備 
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  学生の反応 

  と 

私たちの感想 

今日は日本各地のゆるキャラを紹介しました。ある学生

は日本の県がよくわからないので、ちょっと難しいと思っ

ていた。多くの学生が感想カードで道案内の仕方が難しく

て、右と左を間違えやすいという感想などを書きました。

それでも、学んだら実用的と思っていました。「日本へ行く

時使えます。」、「難しいですが、学習です。頑張って覚えま

す。人に聞かれた時、聴いて、わかって、答えるようにな

りたいです。」などの感想をもらって、私たちはとても嬉し

かったです。 

 

 

 

學生的反應 

和 

我們的感想 

     這天介紹了日本各地的吉祥物。有人寫說因為對

日本的縣市還不太熟悉，所以覺得有些困難。許多的

學員都在回饋單上寫說報路真的不太容易，分左右也

不簡單，很容易搞混等等。雖然如此，但是覺得學起

來很實用。「下次去日本就可以問路了。」、「很難，

可是是學習，會努力學起來的!希望下次有人問路時能

回答、也能聽得懂。」收到這些感想，我們覺得很高

興學員們能夠有所收穫。 
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金曜日の一時間目：五日間のまとめと復習 

1.五日間に勉強したことの確認（確認這五天學到的東西） 

 

この五日間に勉強した単語や文型を復習しま

した。 

（複習這五天學過的單字或句型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.単語と聴解のテストをする（做單字和聽力測驗） 
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金曜日の二時間目：発表の準備 

発表の順番を決めて、発表のリハーサルをする （決定發表順序然後彩排） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラス全員一緒に記念写真を撮りまし

た。 

（全班一起拍紀念照） 
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金曜日の三時間目：発表会 

日本の観光地を紹介する（介紹日本觀光地） 
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  学生の反応 

  と 

私たちの感想 

 甲南キャンプの最後の日です。五日間の授業の内容を復

習しました。生徒たちにテストを受けさせて、自分がどの

ぐらい習ったを検視してみました。 

 最後は発表会です。皆はとても緊張でした。生徒たちが

前で発表していた時、私たちもとても緊張でした。生徒た

ちの発表はこの五日間習ったことを使いました。私たちは

嬉しくて、感動でした。皆が特別な思い出を残るように願

っています。 

 

 

 

學生的反應 

和 

我們的感想 

    甲南營活動的最後一天。複習了這五天以來上課

的內容，也讓學員們進行了小小的測驗，讓他們檢視

自己這幾天以來學到了多少。 

    最後一節是發表會，大家不免都有些緊張。學員

上台時我們在台下觀看時也是相當的緊張。他們的發

表都運用到了這幾天所學到的東西，看到學員們有學

以致用，我們都覺得相當的驕傲與感動。希望每個人

都有留下了美好特別的回憶。 
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Ｄクラス 
 

 

 

 

メンバー 

しいちゃん 

まりな 

マットー 

ユイ 

スーサン 

ファンファン 
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授業計画表 

（   D   ）クラス 担当者（ 大久保、井上   ） 

 １時間目 ２時間目 ３時間目 

8 

月 

24 

日 

(月) 

① ＧＴの自己紹介 

② 平仮名 

③ 50 音のゲーム 

 

④ 挨拶を教える 

⑤ 歌を歌う（さらば） 

 

⑥ 自己紹介の文型 

⑦ 皆に自己紹介する

（ビンゴ） 

⑧ 写真を撮る 

8 

月 

25 

日 

(火) 

① 名詞（食べ物、趣味

で使える 

② 名詞のゲーム 

③ 肯定、否定、疑問の

練習 

④ 時間 

 

 

⑤ 曜日/明日、あさっ

て/日付 

⑥ 誕生日 

8 

月 

26 

日 

(水) 

① 誕生日の復習 

② 電話番号 

 

③ 場所の名詞 

④ 会話練習（食事に

誘う） 

⑤ 形容詞(味覚) 

⑥ 食べ物の名詞の復

習 

8 

月 

27 

日 

(木) 

① 料理、食材を紹介する 

② 巻き寿司、白玉を作る 

③ 片づけ 

④ グループで発表の

内容について話し

合う 

8 

月 

28 

日 

(金) 

発表準備・練習 

 

クラス内発表→投票 

今までの復習ゲーム

(お別れ会) 

 

発表 

目標 日本人と友達になり、食事に誘うことができる 

生徒の程度：50 音しかできない 

生徒の人数：26 人 
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教 案 Ｄ  クラス 
 

  

 

学習項目 はじめまして 日時 8 月 24 日（月）1 時間目 

学習目標 ひらがな 50 音の復習 

 
 

ＧＴの自己紹介、概要説明 

名前、ニックネーム、出身、年齢、趣味につい 

て順番に日本語で自己紹介。 補償金、台風な

ど中国語で甲南キャンプの活動 の概要を説明す

る。（中国語） 

關於名字、綽號、出生地、年齡、興趣用日 

文按照順序自我介紹。 用中文說明保證金跟

颱風等等甲南營活動概要。 

 
 

ひらがなの復習、50 音のゲーム 

ひらがな表からランダムにひらがなを指さし、 

全員に読み上げてもらう。そのとき、Ｔも一緒 

に読み上げる。 ゲーム：生徒はＧＴが言った

単語を聞いて、机 にある 50 音のカードを取っ

て、ＧＴにあげる。 一番速いグループは勝ち

というゲームである。 

從平假名表隨機指平假名，叫大家唸。那個 

時候老師也跟著一起唸。 遊戲：學生聽ＧＴ

講的單字，然後拿桌上的５０音卡給ＧＴ。

速度最快的組別獲勝。 
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教 案 Ｄ  クラス 
 

  

 

学習項目 自己紹介 日時 8 月 24 日（月）2 時間目 

学習目標 自己紹介の文型を練習し、発表できる。 

 
 

自己紹介の文型を教える 

ワークシートを配る。 自己紹介の会話文をｐ

ｐｔに写しておく。 日本語で自己紹介の文型

を練習する。 

發講義。 事先在ｐｐｔ上打自我介紹

的會話文。 用日文練習自我介紹。 

 
 

自己紹介を使ってビンゴ 

ビンゴの紙を配る。他の人に自己紹介して、ビ 

ンゴ表にニックネームを書く。名前が出た生徒 

は前に出てきて、自己紹介をする。自己紹介を 

した生徒の名前にまるを付ける。できたら「ビ 

ンゴ！」と大きな声で言う。 

發 bingo 紙。向其他人自我介紹，在 bingo 紙 

上寫綽號。被叫到名子的學生到前面自我介 

紹。把自我介紹過的學生的名子圈起來。連 

線的話，大喊「bingo」。 
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教 案 Ｄ  クラス 
 

  

 

学習項目 挨拶 日時 8 月 24 日（月）3 時間目 

学習目標 挨拶を覚え、あいさつの歌が歌えるようになる。 

 
 

あいさつ 

ワークシートを配る ｐｐｔを見せながら、まず

はｐｐｔ上のあいさ つの言葉をＳに読み上げて

もらう。 

發講義。 

邊看 ppt 邊唸 ppt 上的問候語給老師聽。 

 
 

あいさつの歌（さらば）写真撮る 

一回、“さらば”を YouTube で流してみんなに聞 

いてもらう。歌詞プリントを配って、まずはみ 

んなで歌詞を読む。歌にのせてみんなで歌う。 

教会へ移動して、写真を撮る。 

先在 YouTube 上播さらば給大家聽。 發歌

詞，首先大家一起讀一遍歌詞，再播歌 一

起唱。 

往教堂移動拍照。 
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教 案 Ｄ  クラス 
 

  

 

学習項目 ひらがな(拗音)、名詞 日時 8 月 25 日（火）1 時間目 

学習目標 ひらがなの拗音ができるようになる。趣味や食べ物に関する名詞を覚える。 

 
 

ひらがな（拗音） 

ひらがな表を見ながらみんなで“きゃ～”読む。 

一人づつ指名して指定した語を読んでもらう。 

看著平假名表念出大家一起念。 

一個一個指名念指定的音。 

 
 

名詞 

ｐｐｔでやった名詞を、ワークシートで確認練 

習。全員できたのを確認して、答え合わせ。 

名詞を使ったゲーム: 画像の名前を考え、50 音 

カードの中から選んで答えてもらう。 

用學習單確認在 PPT 上學到的單字。 公布

解答確認學生是否正確完成。 名詞遊戲：

看著圖像以手邊的五十音卡中拼 出正確名

詞。 
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教 案 Ｄ  クラス 
 

 

 

学習項目 (肯定/否定/疑問)、時間 日時 8 月 25 日（火）2 時間目 

学習目標 文型を覚え、みんなに発表できるようにする。時間を覚える 

 
 

『好き/得意』肯定/否定/疑問文型 

黒板と１限で使ったワークシートの名詞の絵 

を使って、 ワークシートの空欄を埋めてもら

う。 

利用黑板與第一節課所用的學習單上的單字 

填入句型學習單的空格 

 
 

『好き/得意』の会話練習 

ワークシートの文型を見ながら、隣の人と会話 

練習をする。 

看著學習單上的句型與附近的同學進行對話 

問答練習。 
 

 

 

5 
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教 案 Ｄ  クラス 
 

 

 

学習項目 曜日/明日、明後日‥/誕生日(日付) 日時 8 月 25 日（火）3 時間目 

学習目標 曜日や明日・明後日‥、誕生日(日付)について理解し、使えるようになる。 

 
 

曜日/明日・明後日・・・ 

ワークシートを配って、空欄を埋めてもらう、 

月～日やって答え合わせ。 

發學習單，將星期名稱發音填入空格，對答 

案。 

 
 

誕生日（日付） 

誕生日の意味を理解させる説明。 聞くことと

答えることができるように、日付表 をみながら

練習する。 

說明「誕生日」的意思。 

看著日期表練習如何問答。 
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教 案 Ｄ  クラス 
 

 

 

学習項目 誕生日、電話番号 日時 8 月 26 日（水）1 時間目 

学習目標 誕生日や電話番号を聞いて答える会話を覚える 

 
 

誕生日 

グループ内で誕生日を聞き合い、１月から１２ 

月の順に並んでもらうようにする。順番が合っ 

ているかを全員で確認する。 

分組，互相問組員的生日，然後按照月份順 

序從一月開始排成一列。 確認大家是否排

列正確。 

 
 

電話番号 

ワークシートを配ってみんなで復唱練習 

「電話番号？」「電話番号は～」 

数字も復習できる。 

發學習單，讓大家念反覆練習有關電話號碼 

的問答，同時也能複習數字。 
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教 案 Ｄ  クラス 
 

 

 

学習項目 場所の名詞、食事に誘う表現 日時 8 月 26 日（水）2 時間目 

学習目標 場所の名詞を覚え、それを使って友達を食事に誘えるようになる 

 
 

場所の名詞 

東海大学の地図を使って、キャンパス内の「教 

室、図書館、コンビニ、郵便局、校門」の場所 

を紹介する。 

使用東海大學的地圖，介紹校園內的教室、 

圖書館、便利商店、郵局、校門等地點的名 

詞。 

 
 

食事に誘う 

会話文を理解させる。食事に誘う会話をＧＴ２ 

人でやって見せて、.一文ずつ、復唱練習する。 

そして、会話発表させる。 

先解說會話範文內容。 

讓兩名 GT 示範，再讓學生一句一句做朗讀練 

習，再隨機請幾位學生上台練習。 

 

 

8 
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教 案 Ｄ  クラス 
 

 

 

学習項目 形容詞、台湾の料理の紹介 日時 8 月 26 日（水）3 時間目 

学習目標 形容詞を覚え、日本人に台湾の料理を紹介できるようになる 

 
 

形容詞、台湾の料理の紹介 

甘い、苦い、酸っぱい、しょっぱい、辛い、お 

いしい（ppt とワークシート）ｐｐｔを見て形 

容詞の意味を確認しながら、形容詞を覚える。 

在 PPT 放上甜、苦、酸、鹹、辣、好吃等等 

的日文的形容詞及其代表的圖片，讓學生邊 

看著 PPT 學習這些形容詞。 

 
 

台湾の料理 

台湾の料理の名前を ppt で確認する。 

ppt の形容詞と名詞を使って、文を作る。 

用 PPT 介紹台灣料理的日文怎麼說。 

用 PPT 上有的形容詞及名詞造樣造句。 

 

 

 
 

96



教 案 Ｄ  クラス 
 

 

 

学習項目 料理（巻きずし、白玉団子） 日時 8 月 27 日（木）1 時間目 

学習目標 調理を通して、日本の文化に触れる。 

 
 

食材と作り方の紹介 

PPT を使って、食材の日本語を紹介して、作り 

方のビデオを見せます。「巻く」「切る」「茹で 

る」などその動作をしている動画の部分を見せ 

て、単語の意味を理解してもらう。 

用 PPT 介紹食材們的日文；讓他們看影片學 

習製作方法。介紹「捲」、「切」、「煮」等動 

作時，播放進行這些動作的影片部分，讓學 

生理解。 
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教 案 Ｄ  クラス 
 

 

 

学習項目 料理（巻きずし、白玉団子） 日時 8 月 27 日（木）2 時間目 

学習目標 調理を通して、日本の文化に触れる。 

 
 

調理実習 

料理の時はグループを 6 つに分けて、3 グルー 

プは巻きずしを作り、他の 3 グループは白玉を 

作る。完成したら、巻きずし組と白玉組を交代 

してつくる。食べる前に「いただきます」食べ 

終わったら「ごちそうさまでした」ということ 

を教え、使ってもらう。 

做料理之前先將學員分成六組，三組先做捲 

壽司，其他三組先做白玉。 雙方都完成後

就交換。 讓學員開動前說：「我要開動了」 

吃完了之後要說：「謝謝招待」 
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教 案 Ｄ  クラス 
 

 

 

学習項目 今までの復習を兼ねた発表準備 日時 8 月 27 日（木）3 時間目 

学習目標 発表準備を通して、今までの復習ができる。 

 
 

発表内容を説明する 

台湾人が日本人留学生を食事に誘おうとして 

いるＬＩＮＥのグループトークを使って、空欄 

部分をグループごとに埋めてもらい、グループ 

ですらすら言えるように練習する。 

用台灣學生們邀請日本留學生一起吃飯的對 

話截圖，讓學生完成空格，讓學生進行對話 

練習，讓他們能流暢的說出日文。 
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教 案 Ｄ  クラス 
 

 

 

学習項目 発表練習 日時 8 月 28 日（金）1 時間目 

学習目標 発表を通じて今までの復習ができる 

 
 

発表練習 

木曜日の続き(発表の準備)をして、各グループ 

で発表練習。クラス内発表。 

接續星期四做的發表的準備，各組做發表的 

練習，在班上發表。 
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教 案 Ｄ  クラス 
 

 

 

学習項目 今までの復習と日本の現代文化 日時 8 月 28 日（金）2 時間目 

学習目標 クイズを通して日本の現代文化に触れ、今まで学習してきたことを復習する。 

 
 

発表内容全体で練習 

代表グループの発表内容をクラス全体で話し 

合って他のグループのアイディアも取り入れ 

る。 歌（さらば）を練習して、みんなで立って

歌う。 

代表班上發表的組所用的發表內容，讓班上 

大家一起提意見、編入別組的想法。 大家

站著一起唱發表用的歌曲。 

 
 

お別れ会（日本に関するクイズ） 

今までに学習してきた内容を使ってクイズを 

する。グループで協力してクイズに答える。一 

番多く正解したグループが勝ち。→みんなにお 

菓子をあげる。 

用到現在為止學習到的內容來進行猜謎。 

分組回答，答對最多的組別勝利，分給大家 

糖果餅乾。 

 

 

 

14 
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教 案 Ｄ  クラス 
 

 

 

学習項目 発表 日時 8 月 28 日（金）3 時間目 

学習目標 発表 
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成員メンバー: 

宮崎菫（すーちゃん） 

黃于鈴（さわこ） 

許瀞方（ミナ） 

朱柔珈（朱姉さん） 

朱柔珊（いもうと） 

曾慶華（ニッキ） 
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E クラス 

 
 人数：16 人 

 レベル：日本語を習ったことがない 

 目標：五十音を覚えるようになる 

 一時限目 二時限目 三時限目 

8 月 24 日 

（月） 

1. GT 自己紹介 

2. 生徒自己紹介 

3. 自己紹介の文型を解説 

1. 50 音（あ～

の）  

2. 簡単な単語 

1. 教室用語 

2. ジェスチヤ

‐ゲーム 

8 月 25 日 

（火） 

1. 復習 

2. 五十音（は～ん） 

3. ゲーム 

1. 家族と親戚 

2. 年齢 

3. 数字 

1. あたしっち

の歌を唄う 

2. 自己紹介の

復習 

8 月 26 日

（水） 

1. 復習 

2. 趣味の文型を練習 

1. わらび餅を

作る 

1. わらび餅を

作る 

2. 明日の授業

の予告 

8 月 27 日

（木） 

1. 五十音の復習 

2. 趣味も文型 

1. 日本流行音

楽の紹介 

2. 踊りの説明 

1. 踊る 

2. 今日の感想

を書き入れ

る 

8 月 28 日

（金） 

1. 自己紹介の復習 

2. 自由練習 

1. 発表の準備 

2. 発表前のリ

ハーサル大

会 

1. 発表 
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0824 月曜日 一時限目 
 一時限目 

自己紹介 まず、GTたちが自己紹介します。そして、生徒たちが中国語で自己紹介し

ます。自己紹介の内容は名前、ニックネームと甲南キャンプを参加するきっ

かけです。 

次は、簡単な自己紹介の文型を解説します。 

それから、グループに分かれて ボ－ルゲームで自己紹介を練習しま

す。 

自我介紹 首先是 GT 的自我介紹。接著是學員的自我介紹。自我介紹的內容有姓

名、綽號以及參加甲南營的原因。 

接下來是介紹簡單的日文自我介紹的句型，並且用遊戲的方式分組練習。 

 

簡単な自己紹介の文型を解説 

1. はじめまして。わたしは～（名前）です。 

2. ( 地域 )人です。 

3. どうぞ よろしくお願いします｡ 

学員：グループに分かれて自己紹介を練習します 
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0824 月曜日 ニ時限目 
 二時限目 

50音（あ～の） ワークシートとパワーポイントで50音の発音、書き方と簡単な単語を教え

ます。 

そして、ジェスチャーゲームであ～のを使った単語を練習します。 

50 音 透過 ppt,海報跟學習單學習 50音的發音、寫法以及簡單的單字。接著

透過比手畫腳的遊戲複習單字的含意。 

 

50音（あ～の）と簡単な単語 

 

 

単語練習：ジェスチャーゲーム 
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0824 月曜日 三時限目 
 三時限目 

50 音と教室用語 

ワークシートとパワーポイントで50音の発音、書き方と簡単な単語を教え

ます。そして、ジェスチャーゲームであ～のを使った単語を練習します。５０

音の歌「あいうえおんがく」を紹介します。最後は、授業と発表のことについ

ての説明です。 

50 音，教室用語 

透過 ppt,海報跟學習單學習 50 音以及教室用語。接著透過比手畫

腳的遊戲複習，勝出的組別可以得到日本的小點心。搭配介紹 50 音的

歌，幫助學員能夠輕鬆愉快地記住 50 音。最後，再說明發表以及上課的

注意事項。 

 

 

単語を練習します 

ワークシート 
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0824 月曜日 今日の感想

 
 50 音はむつかしいですね！！でも、ゲームによって 50 音と単語をもっと

了解しました。先生はかわいくて親切な人ですね！！ 

(50 音好難喔!!但是透過遊戲有更加了解。老師好可愛好親切) 

 

 教室用語はちょっとむつかしいですから、スピード速すぎる。ゆっくり教

えてもいいと思います。 

(教室用語有點難，今天教的速度太快了，要慢慢教，讓學員有更多時間練

習比較好) 
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8/25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一時間目 二時間目 三時間目 

復習 

五十音（は～ん） 

ジャスチャーゲーム 

数字 

数字の文型 

練習 

家族 

家族の文型 

自己紹介の練習 
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 一時間目   五十音 
まず前日の復習 

 毎日、前日の授業

を復習しますよ。 

 每天都會復習前一天

的課程。 

次は五十音 

 五十音（は～ん）の書き方 

  と読み方と単語を教え 

る。 

教五十音的寫法和讀法跟單

字。 

後はジャスチャーゲーム 

 ジャスチャーゲー

ムすると、単語がち

ゃんと覚えているでし

ょう。 

                  比手畫腳就會記得單字了吧! 
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二時間目   数字 
数字 

 数字の書き方       

読み方を教える。 

教數字的寫法與唸

法。 

                    

文型 

 あなたは何歳ですか 

私は（何歳）です。 

你幾歲啊? 

我○○歲。 

練習 

 

 すっく友達と 

やってみようか。 

立刻跟同學一起練

習看看吧! 
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三時間目   家族 
家族 

 家族の書き方       

読み方を教える 

教家人的寫法和唸

法。 

 

文型 

 わたしは（○○）にん家族

です。 

我家有（○○）個人 

 

 

自己紹介の練習 

 友達に自己紹介

を練習する。 

用日文跟大家自我介

紹一下吧! 
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8/26 水曜日 

 

         

 

 

 

今日、皆が自分でわらび餅を作りました。とてもおいしかったですよ。 

 

一時間目 二時間目 三時間目 

復習 

５０音、数字、年齢と呼称の

復習 

「あたしンち」の歌 

趣味の文型を解説 

わらび餅の作り方を紹

介 

調理実習 
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一時間目→「さらば」を歌う 

 

最初は火曜日に教えることを復習します。５０音、数字、年齢と呼称を何回

繰り返して練習します。そして、生徒たちに一人ずつ自分の年齢と家族 

を紹介してもらいます。 

(首先複習星期二教得內容。反覆練習 50 音、數字、年齡和稱呼之後，學生依序

介紹自己的年齡和家人) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それから「あたしンち」のテーマソング「さらば」を紹介して、歌詞の意味

をちょっと簡単に解説します。 

(接下來介紹我們這一家的主題曲「さらば」並稍微簡單介紹歌詞的意思) 

 

114



二時間目→趣味の文型を解説 

 

二時間目は趣味の文型を解説します。まず、いくつ趣味の例を紹介しす。 

これから、教師は生徒たちに手本を示して、クラスメートと練習します。 

(第二個小時講解關於興趣的句型。首先介紹幾個興趣的範例之後，老師示範給

學生看後和同學一起練習) 

三時間目→調理実習 

 

 次はわらび餅の材料と作り方をＰＰＴで紹介します。それから、ジェスチャ

ーでもう一度説明します。三時間目は調理実習の時間で、二つグループに分か

れて、料理を作ります。 

(接下來介紹蕨餅的材料及作法，之後以手勢再次說明作法。第三個小時是烹飪

實習時間，分成兩組製作蕨餅) 
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生徒たちの感想 

 

今日たくさん勉強になりました。最初は難しかったと思いますが、何回繰り

返して練習すると、だんだん覚えられました。そして、「あたしンち」の歌も

習いました。 

(今天學了很多，一開始覺得很難，但是反覆練習幾次後漸漸記得住了，也學了

我們這一家的歌) 

 

 インタラクティブな授業はとて面白かったです。今は授業のとき日本語を見

て、だんだん言えるようになりました。そして、もっと上手になったと感じて、

達成感がありました。 

(互動的課程很有趣，現在上課的時候看日文漸漸會唸，覺得越來越厲害，很有

成就感) 
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8/27木曜日 
一時間目 二時間目 三時間目 

復習 

50 音と趣味の文型の復習 

ポスター作り 

日本の流行音楽の紹介 

これから教える踊りの紹

介 

菫さんがダンスを教える 

(曲は R.Y.U.S.E.I.です) 

今日も頑張りますね！

ね！！！ 
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2015/8/28(金) 

 
いよいよ最後の発表の日で、寂しい! 

終於到了最後一天，有點寂寞! 

時間 一時限目 二時限目 三時限目 

内容  感想の発表 

 自己紹介の復習 

 発表の準備 

 発表前のリハーサル大会 

 発表会 

 お別れ会 

121



一時限目   感想 

 生徒たちこの一週間の感想(學生們這一周的感想) 

先生が好きで、授業も面白かった。ただ教えだけではなく、色々な活動もあっ

て、とても嬉しかった、この一週間のお付き合いいただきました。みんなさん本当に

ありがとう。 

みんな、ありがとう、お疲れ様でした。この五日で五十音を読めるようになって、

とても嬉しかったです。みんなと出会って一緒にキャンプに参加して楽しかったで

す。 

好喜歡老師，她上課也很有趣，並不是只單純上課，還會有其他活動，很感

謝大家這一周的陪伴。 

謝謝，大家辛苦了!在這五天內學會了五十音覺得非常開心，跟大家一起參

加這個活動真的很快樂。 

 生徒たちが書いた感想の写真(學生們心得的照片) 
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二時限目   準備 
 三時限目の発表のために、皆一生懸命練習していま

す。 

大家正為了第三節的發表，而認真的練習。 

 二人一組でリハーサ

ルをしています。 

兩人一組預演中 

 発表会の秘密武器 

              要不要一起跳舞? 

 E クラスの最高ポーズ。 

E 班招牌 POSE 
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三時限目  発表会 
 ドキドキワクワクの発表会(的發表會) 

 

 

 甲南キャンプの最後の日で、皆甲南キャンプから卒業した。 

 2015.08.28甲南キャンプ

が無事に終えることが出

来ました。 

  2015.08.28 甲南營圓滿結

束 

皆、またどこかで会おうね！！大家，在某處再

相見吧!! 

 

 今は E クラスの出番です。 

 自己紹介と秘密武器（ダンス） 

現在是我們出場中(自我介紹、跳

舞) 
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乳牛圖案屬東海大學乳品小棧所有 

心得感想 
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リーダー 王蕙嫻 アシェン 

今年甲南營迎來了第 13 個年頭，而我在人生第 21 個年頭首次擔任一個活動的總召。去

年我以 GT 的身分參加甲南營這項活動。雖然活動過程很艱辛，但是藉此我也學習到許多事

物，並且得以與來參加這項活動的人相遇。 

    因為親自體會到了活動的好，所以打從心底想將甲南營介紹給對日文有興趣的大家。但

是因為自己個性是比較怕生，又很容易杞人憂天，所以老實說在活動準備階段時壓力是非常

大的。擔心招不到學員、深怕因為人緣不廣沒有人要當 GT、自己沒有領導的能力……諸如

此類的煩惱一直充斥在我的腦袋裡。 

活動正式開始後，雖然遇到停電、門打不開……種種突發狀況，但是在工作人員、GT、

老師、助教學姊大家的協助下整個活動平安落幕了。這讓我深刻地體會到甲南營是靠大家的

力量在支撐著的。也學習到當遇到突發狀況時因該要先冷靜下來，想好解決方案之後，準確

地下達指令才是有效率的解決方式。 

而這次活動中我得到最大的收穫是可以和學弟妹們有深入的交流機會，因為內向的個性

使我總是只認識自己同年級的同學們，很少與其他年級交流。在活動進行的 3 個月中，我發

現這群學弟妹們是非常認真也很主動積極的參與活動，讓我一開始的不安減少許多。 

甲南營這個活動其實「傳承」也是非常重要的一環，整個活動進行的方式、教案的設計

等等都是由學長姊們從零開始每一年改善缺點、延續優點才演變為現在著個型態。所以活動

的結束不是終點，而是一個新的開始。我的工作也尚未完結，直到我將棒子完完整整的交到

下一棒手中為止。 

甲南キャンプも 13 回を迎えて来た。私は活動のリーダーになるのは人生初だ。去年、

私は GT として甲南キャンプに参加した。大変だったけれども、いろんなことを学ぶこと

ができた。そして、たくさんの人と出会った。自分でこの活動のよさを感じだので、心の

底から「甲南キャンプ」を日本語に興味がある人々に紹介しようと思った。しかし、人見

知りで、心配性の私は活動を準備するとき、プレッシャーに圧倒されそうだった。生徒の

募集が足りない、誰も GT になってくれない、自分はちゃんとリーダーになれるのかなど

の悩みが頭でグルグル回っていた。 

活動が始めから、停電やドアを開けないなどの突発状況が出てきた。幸い、スタッフ、

GT、先生、学科の助手さんを含め皆さんの協力で甲南キャンプは無事に終わった。この

イベントは皆の力で支えてきたことを実感した。そして、突発状況にあった時、まず冷静

になってから、解決方法を考え、なるべく早く皆に正しい指示を出す方が一番効率的だと

勉強になった。 

今回の活動で、かわいい後輩たちと交流ができるのは嬉しかった。人見知りの私はあん

まりクラスメート以外の人と接触していなかったので、この 3 が月、思う存分、後輩たち

と付き合いうちに気づいた。彼らはすごく真面目で、積極的に活動に参加し、そのおかげ

で、最初の不安が消えた。 

「つなぐ」は甲南キャンプにとってとても大切な言葉だと思う。活動の進行、教案の設

計など、全部先輩たちがゼロから作り始め、毎年修正しながら、いいやり方を次の年につ

ないでやってきた。今年の終わりは、来年の始まりだ。仕事の終わりは後輩につなぐまで。 
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林宛柔 メイ 

 

  今年是我第三年參加甲南營。一年級的暑假我是學員，二年級時則當了ＧＴ，

而今年我有幸擔任副總召一職，讓我每年分別學習到不同的東西。但是今年因為

暑假早已安排其他活動，導致我沒有實質協助總召和其他工作人員太多，讓我覺

得滿愧疚的。而讓我驚訝的是，當我 8 月 24 日歸隊時，我看到各班ＧＴ都做出

了很不錯的教案！去年我當ＧＴ時，因為和組員討論的不充足，導致甲南營活動

開始的每一天都熬夜到很晚，不斷討論、更改教案。但是，到最後不但天天睡眠

不足，也沒有完成好教案，甚至教學時的狀況也很不好。今年在每日反省會上我

也得知了ＧＴ們和我們去年有一樣的狀況，一開始我非常擔心，但最後看到課堂

上大家的表現，覺得我明顯的是多慮了。ＧＴ們的課程非常有趣易懂，我覺得很

欣賞。發表會上讓我最印象深刻的是以 LINE 為主題的會話編製。我從來沒有想

過會話可以用這種方式呈現，讓我十分驚艷，也讓我覺得想出這個點子的人實在

太天才了！用這樣的形式呈現的話，就不是普通的會話，而是可以將日常用語和

貼圖融為一體，是很好的練習，真的非常優秀。 

  另外，我覺得今年ＧＴ們的感情也很不錯，在最後一天的送別會上，深深的

被大家的表演所感動。不管是平常不太敢上台表演的人，還是平常比較害羞的人，

大家都非常努力的表演，完成一個共同製造的作品，我想他們之間一定產生了不

一樣的羈絆。今年的甲南營，又成為了一個美好的回憶！ 

 

 

 私は今年甲南キャンプ参加するのはもう三回目です。一年生の夏休みは生徒で、二年生

の夏休みはＧＴ、今年は副リーダーです。でも、今年は自分のスケジュールに入れるの遅

くなって、リーダーたちにいい役に立てなかったと思いました。ビックリしたのは、8月

24日にキャンプに戻って、ＧＴたちは素晴らしい教案できてることです。去年はあまり

に討論不足で、毎日夜遅くまで教案作り直し続けていたが、結局いい教案も出来なくて授

業のときも調子悪かったのです。今年のＧＴたちも去年私たちと同じように討論が足りな

い状況発生していたが、私はみんなの授業見てからかなり面白くて、分かりやすい授業で

した。それはとっても良かったと思います。発表会で一番印象に残ったのはラインの会話

作りです。それは本当に考えたことないから、それを思い出すのが天才だと思います。普

通の会話だけではなく、日常で使う言葉やライン特有のスタンプも入っててすごく面白く

て、いい学習方法だと思うます。 

 今年ＧＴたちの雰囲気もかなりいいと思います。最後の日の送別会で、みんなの素晴ら

しいパフォーマンス見て感動しました。普段ステージに立つのが苦手な人も、普段シャイ

である人も、みんな一生懸命頑張って一つのパフォーマンスを完成して、絶対特別な絆が

出来てると思っています。今年も、甲南キャンプで大満足しました。 
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闕毓柔 K 子 

 

 再次參加甲南營，這次所擔任的是工作人員，比起學員、GT 似乎更來得辛

苦一點，但是也學到更多東西。 

 一開始接到這個職務，其實也沒有什麼實感，但是在一開始就遇到一些問題，

像是招不到足夠的 GT、學員人數不夠，以及一些事情處理上的困難，讓我們工

作人員很擔心活動的進行，還好後來各種事情也漸漸進入軌道。 

 活動開始前的日本 GT 歡迎會中，藉由吃飯和一些小遊戲，能夠讓大家跟自

己組別的日本 GT 拉近關係，真的很棒。活動開始後，忙著確認器材狀況、引導

學員，到處轉來轉去，終於有種活動開始的實感。在活動的進行中，幾乎每一天

都有狀況發生，像是在考驗我們的應變能力，所幸每次都能順利解決，覺得自己

能力似乎也有所增加。一直到最後的發表會，學員們和 GT 們都和樂融融，發表

也順利結束，看到活動回饋單上寫著很喜歡這次的活動、覺得活動辦得很好、下

次要再參加之類的回應，真的非常開心，覺得這麼努力準備真的很有意義。 

 從學員到 GT 到工作人員，每次參加甲南營都讓我有不一樣的感覺，但是唯

一的相同點就是參加這個活動很開心，學到新的事物而開心，看到學員們學得認

真、開心而開心，看到整個活動順利進行、大家都漾著笑容而開心，三年來在甲

南營累積的很多美好回憶，甲南營真的是個很好、很值得參加的活動。 

 

 

 また甲南キャンプに参加しました。今回担当するのはスタッフです。学生と GT を担当

するよりもっと苦しかった。しかし、たくさんなことを勉強しました。 

 初めにリーダから「君は会計を担当しますよ」ということを聞いたとき、まだ実感があ

りませんでした。楽しいかなと思いました。しかし、いろいろな問題がだんだん出来まし

た。例えば、あまり GTを募集しない、学生人数が少ない、あるいは、いろいろなことを

準備するときにある困難です。活動の準備をとても心配しました。しかし、その後、多く

のことは順調に進みました。それはよかったです。 

 活動が始めた第一日、器材の状況を確認し、学生たちを教室へ導くなどいろいろなこと

をやりました。とても忙しかったです。やっと活動が始まった実感があります。毎日突発

状況があって、私たちの対応能力をためすそうになりました。毎回は順調に解決しました。

よかったです。私たちの能力もだんだん高めたと思います。そして、最後の発表会まで、

GTたちと学生たちの仲間がよくなりました。発表も順調に終わりました。活動の感想カ

ードを見て、その上で今回の活動がすき、活動がよく行った、また今度参加したいなどの

感想を書きました。本当に感動しました。 

 学生、GT、そしてスタッフです。毎回甲南キャンプに参加したあと、違う感動と感じま

す。でも、毎回毎回とても楽しいです。この三年、甲南キャンプにたくさんな思い出を作

りました。本当に甲南キャンプに参加すると決定するのはよかったです。 
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                 謝棓羽  しゃ 

 

   大一以學員的身分、大二以 GT 的身分，而在大三最後的暑假以工作人員的身分

參加甲南營，每次的參加都有不一樣的感受!還記得大一當學員時，就像來上課一樣，

知道和體驗了許多的日本文化，也藉此能和日本人交流，非常有趣；大二當 B 班 GT

是印象最深刻的一次，和來自日本的なつめさん一起想、設計、執行甲南營 5 天的教

案，全部都是從零開始，雖然辛苦但是遇到一群可愛的學員和很棒的組員，每天上課

都很開心，還記得每天看學員的回饋單都很感動呢!也是學習到最多的一次!來到了

2015 甲南營，因為阿嫻當總召所以決定以工作人員的身分再參加這次的活動。因為掌

控著鑰匙所以每天都要很早起然後跑來跑去，今年也遇到了許多以前從未有過的事情，

像是停電呀門打不開等等等，總之真的是個忙忙忙的好幾天呢!之前當學員&GT 都只

能待在自己的班上，但是當工作人員有個大大的優點～可以到各班串串門子，這次的

學員們都好親切很容易就可以融入進去。發表會上每班都有好多的笑點&特色，是參

加以來覺得最成功的一次!這次最特別的是工作人員們拍了一個影片在歡送會上放映，

雖然很羞恥但真心覺得很好玩!不管是老師&總召大人&工作人員&助教學姊&GT，大

家都辛苦了~~~~~~ 

  

一年生のときに学生として、二年生のときに Bクラスの GTとして、三年生の最後の夏休みに

スタッフとして甲南キャンプに参加しました。毎回、異なる感覚があります！思い返すと、学

生として、日本人と交流することができて、毎日いろいろな日本文化が体験できて、おもしろ

かったです。２年生のときに GTになって、深い印象を残した。私たちは日本からのなつめさん

といっしょに甲南キャンプ五日間の課程を考えて、設計して、執行して、全部自分でしました。

大変でしたが、生徒たちがかわいくてパートナーもいいので、毎日楽しかったです。今年、ア

シェンが甲南キャンプのリーダーにになったので、スタッフとして再び参加しました。毎日早

く起きて飛び回って、とても忙しかったです。でも、スタッフとして各クラスに行くことがで

きて、みんなも優しいのですぐ仲良くになった。とてもいい点だと思います。最後の発表会も

大成功！特に、今回スタッフたちは歓送会のために、あるビデオを撮りました。恥ずかしかっ

たですが、とてもおもしろかったです。みんな お疲れ様でした～～～！ 
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鄭云瑄 リツ 

    今年是第三年參加甲南營的活動了。原本以為去年擔任 GT 的工作結束後就

不會再參加了，畢竟一開始的目的就是想學習如何製作教案、以及體驗如何將自

身的知識傳授於他人。但最終還是和去年的夥伴們一起成為了今年甲南營的工作

人員。從第一年的學員到第二年擔任 GT、再到今年以工作人員的身分參與，一

次比一次還累，但收穫也是一次比一次還多。 

    一直都知道舉辦活動不是一件簡單的事，但實際做了才深刻地體會到其中的

難處。參加者人數好像不夠多怎麼辦、該如何協助 GT 們的工作或是給予什麼支

援、以及活動中遇到各種突發狀況時該如何應變……等等。每一步都需要團隊的

配合，也考驗著大家的解決事情的能力。雖然活動過程手忙腳亂的，但還是圓滿

的結束了今年的甲南營。感謝參與的各位，特別是辛苦又盡責的總召以及工作人

員夥伴們，辛苦各位了！ 

 

 

 甲南キャンプを参加するのはもう三回目でした。元々は教案を作って、自分より知識を

教えることを学んで経験したいから、去年 GT として参加した後に、この後は参加しませ

んと思っていたんですが、やはり去年の仲間たちと一緒にスタッフとして今年の甲南キャ

ンプを参加しました。一回目は学員、二回目は GT、そして三回目はスタッフ、毎回は違

う立場で参加して、前回と比べてもっと疲れたが、学んだことも多くなりました。 

 活動を行うのはそんなに簡単ではないと知っていますが、実際に参加したから、その難

しさを実感しました。参加者は足りないそうってどうしよう、GT たちにどうやって支援

する、突発事件があるときどう対処すればいいって、どれにもチームワークが必要です。

今年の甲南キャンプが成功して、協力してくれた皆さんありがとうございました。 
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Aクラス 
我的寶物 

  谷川靜 

 

    對我而言，參加甲南營的這三個月是我永生難忘的幸福時光。我從中學習到

了許多事。 

    尤其是來到東海大學後，每天都可以學到很多東西。像是和母語不是日語的

台灣學生以日語交流，從學姊及老師給的建議來構思教案，幫台灣學生上課，每

件事都是我的初次體驗。雖然每天都做教案做到很晚，讓我身心俱疲；以及未能

教授給學生有用的課程，到現在依然覺得很後悔。即使如此，還是有很多開心美

好的回憶。A 班的各位，作為組長引領著我的せんう，總是在身旁看著我，提供

給我意見的ウウ，一直掛著笑容，告訴我哪裡有美食以及提出課程點子的ニニ，

比我還要了解日本文化，疼愛我又勤奮努力的臨，我最喜歡大家了。 

    最後，想和計畫運作這次甲南營的工作人員、各位 GT，淑燕老師以及中畠

老師，說聲謝謝。承蒙大家的關照了。大家就算再辛苦難受，在我們面前總是笑

著溫柔對我們，我真的覺得很開心。當然，我也很感謝此次前來參加甲南營的學

生們。和大家一起度過的美好時光就是我的寶物。 

 

 

私にとって甲南キャンプの３か月間はとても幸せな時間でした。きっと一生忘れないと

思います。私はたくさんのことを学ばせていただきました。 

 特に東海大学に行ってからは毎日たくさんのことを学ぶことができました。母語が日本

語ではない台湾の学生と日本語でコミュニケーションをとること、先輩や先生方からアド

バイスをもらいながら授業計画を考えること、台湾の学生に対して授業を行うこと、どれ

もが初めての経験でした。毎日夜遅くまで教案を作ることは心身ともに辛かったです。ま

た、学生の力になる授業をできなかったことは今でも後悔しています。ですが、楽しかっ

た思い出もたくさんできました。A クラスで、リーダーとして引っ張ってくれたせんう、

常に周りを見て意見を言ってくれたウウ、いつも笑顔で美味しい食べ物と授業のアイデア

を教えてくれたニニ、日本の文化について私よりも知っていて愛してくれている努力家の

臨、みんなのことが大好きです。 

 最後になりましたが、この甲南キャンプを企画・運営してくださったスタッフ・GT の

みなさん、そして燕先生、中畠先生、本当にありがとうございました。大変お世話になり

ました。みなさんは辛い思いをしているにも関わらず、私たちの前では常に笑顔で優しく

接してくださって嬉しかったです。もちろん、この甲南キャンプに参加してくれた学生の

みなさんにも感謝しています。みなさんと過ごした素敵な時間は私の宝物です。 
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A クラス 林宣羽 

 

    老實說，當時我並沒有想太多就決定要參加甲南營這個活動，心想會是個不

錯的經驗。即使早有預期這將是一個“不簡單的長期抗戰”，但並沒有太過在意。

直到四個月前和静さん連絡上，她交給我們第一份教案開始，我才發覺，這比想

像中要難。教案是什麼?剛開始還摸不著頭緒，隨著和組員們慢慢討論，一項一

項修改，和静さん透過電子郵件和 LINE 聯繫,才漸漸對於我們的教案有了具體的

了解。 

    之後經過一次又一次的會議，老師的提點及學姊給的建議，以及我們自己對

當天上課情形的反省，每天都針對教案做了修改，雖然辛苦，但是我自己其實很

喜歡所有人一起討論、努力的感覺，更是從中學到了以前沒有的寶貴經驗。 

    猶記得第一天上課時，我們都還很慌亂，該做些什麼?時間還有剩，該怎麼

辦?也會擔心學生不喜歡太多發表，但是幸好學生們都非常的配合，每次發表都

非常用心的準備，活動也都很積極的參與，有這麼一群好學生，讓我們感到寬心

了不少。 

    尤其是最後的日文系 PV 發表，本來很擔心學生會因為害羞，沒辦法好好的

為角色配音，沒想到大家都非常努力的詮釋每個角色，不管是語氣、個性，都表

現得淋漓盡致，不只是在場的學生，我們 GT 自己都非常的訝異，也非常的感動。

經過這個甲南營，我相信學到最多的，成長最多的，是我們 GT，對我而言，這

是一輩子都難忘的美好回憶。 

 

  実を言えば、私は最初に何も考えずに、甲南キャンプに参加することを決めて、いい

経験になると思った。甲南キャンプに参加することはそんなに簡単じゃないと分かってい

たけど、あまり心掛けなかった。四月前に、静さんに連絡して、初めて教案をもらったあ

と、それは予想より難しいと気づいた。教案というものは何か、最初にあまりわからなっ

かた。でも、Aクラスの GT達と一緒に討論して、教案を直し、静さんとメールと LINEで

連絡しているうちに、だんだん教案が具体的にわかるようになった。 

そして、次から次へとミーティングに出て、先生と先輩にアドバイスをいただいて、私

たちも当日の授業に対して反省してから、毎日教案を直していた。大変で疲れたけど、み

んなと話し合って、頑張って教案を作ることは素晴らしいと思って、昔体験したことのな

い経験もできた。 

一日目の授業をするときはまだ記憶に新しい。“今何すべきか？”“時間はまだあって、

どうしよう？”とみんな慌てて、発表が多すぎて、学生に嫌がられるかもしれないと心配

していた。でも、学生たちはみんな優しくて、毎回の発表も一生懸命準備し、活動にも盛

り上がって参加してくれて、私たちは安心できた。 

最終日の発表はとくに素晴らしいと思う。学生は恥ずかしいと思ってて、なかなかア

フレコできないと心配したんだけど、みんな真面目に自分のキャラクターを演じ、アフ

レコしてくれて、最高な発表ができた。ほかのクラスだけではなく、GTの私たちも驚い

て、感動した。甲南キャンプが終わったあと、学生さんだけでなく、わたしたちもたく

さん勉強になって、成長した。今回の経験は私にとって、永遠に忘れられない素晴らし

い思い出だ。 
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A クラス 郭妮玲 

 

  去年參加甲南營後，就決定今年還要參加！只是從學員變成ＧＴ，不再只是

坐在教室裡面聽課，而是變成老師了！甲南營期間，雖然每天都和日方討論教案

討論的很晚，教案修修改改不下數１０次，每次都討論到很想睡覺，很累但是卻

很值得。而且在討論過程中，學到了很多東西！例如要如何製作教案、還有溝通

方法。以前從沒有接觸過教案，所以一開始覺得好像很難，擔心自己會不會做不

好，但是靜さん總是很有耐心的聽我們的想法，和我們一起討論找出問題點。我

們的日方ＧＴ靜さん，是一個很認真可愛的女生，和他在一起覺得很開心，雖然

我們都用很破爛的日文和他溝通，但是他總是很認真的思考我們想要表達的意

思；在討論教案的時候，他也總是很努力，每天都寫教案到半夜，很晚才睡，隔

天還是很有活力不喊累，雖然相處的時間很短，但是能在甲南營遇到靜さん真的

很開心，參加甲南營是今年暑假最特別的回憶！ 

 

去年甲南キャンプに参加して、また今年も参加すると思いました。たっだ学生から GT

になって、教室で授業をうけることではなくて、先生になってしまいました！甲南キャン

プの間、毎日日本人の GTと教案を遅くまで討論したり、１０回も直したり、眠いでも、

疲れでも、学生たちの笑顔を見て、書いてくれた感想を見て、嬉です。静さんは真面目で、

可愛くて、優しい女の子です。静さんと一緒にいる時間は楽しかったです。いつも下手な

日本語で静さんとコミュニケーションするけど、一生懸命理解してくれて、ほんまにあり

がとう。教案を討論するとき、いつも真面目で、毎日遅くまで教案を書いていて、起きて

います。それでも、翌日元気を出して、一生懸命授業をします。一緒にいる時間は短いけ

ど、静さんに出会って、よかったです。静さんが大好き！甲南キャンプに参加したのはこ

の夏休みに一番特別な思い出です。 
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A クラス 薛靜茹 

 

  去年是以學員的身分參加甲南營，每天只知道玩得開心和學得愉快，以及為

期一周能吸收新知的課程，直到當了今年的 GT 後，才知道事前準備與活動期間

是如此的繁忙。 

  還記得在最初的時候，總是要不斷的思考課之間的關聯性以及是否有對於台

灣學生不合適之處，而且還會有些部分看不懂，所以會與組員及日方討論聯絡，

進而在甲南營時讓學員們有所收穫並使成發時能完美展現。 

  而其實最困擾的根本就是自己日文程度還不足這件事，或許是因為自八月開

始就幾乎沒開口沒說到日文，導致發音有些怪、單字都要以其他更簡單的單字去

拼湊出。 

  整個活動結束後，我想收穫最大的除了結交到日本朋友外，莫過於親身體會

到老師們是如何備課，以及思索教案的合理性。雖然還不及老師們所做的，但我

相信這也會成為我學習的經驗之一。 

  很慶幸身邊有一群好夥伴，大家辛苦了！ 

 

 去年は学生として甲南キャンプに参加して、毎日楽しく遊んで、学んで、一週間で新し

い授業を勉強しましたけど、今年はＧＴを担当したから、事前準備や活動期間がそうなに

忙しかったです。 

 最初、いつも授業の関係性や、台湾の学生に合わないことがあるかと考えて、そして、

分からない部分がメンバーと話し合いました。目的は、学生たちはいろいろなことを勉強

すろ、発表もパーフェクトします。 

 実は、一番困ったことは自分の日本語はまだ上手じゃないで、理由は八月から日本語で

あまり喋らないかもしれません。で、発音が変になって、単語が忘れしまいました。 

 それから、この活動で得た大きなものは日本の友達にできた以外、授業準備の大変と教

案の合理性です。これはまだ先生のレベルですけと、私にとっていい習う経験と思います。 

 そばにはたくさんのいい仲間、本当によかったです。皆、ありがとうございます。 

お疲れ様でした！ 
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A クラス 巫家芸 

 

  這次是我第二次參加甲南營，去年是以學員的身分參加，而今年則是擔任

GT 的角色。一開始真的很猶豫到底要不要參加甲南營，因為自己是個害羞的人

且不太會帶動氣氛，也覺得自己的日文不好無法勝任老師這個角色。但現在回想

起甲南營期間的種種時，真的很高興參加了這次的甲南營。也因為參加了這次的

活動，讓我深深體會到老師是個多麼辛苦的職業。從七月開始就要不斷地與組員

們討論教案，到了甲南營期間更是累人，每天上完課馬上就要開檢討會，開完檢

討會後又要與組員們一起修改教案，雖然真的很辛苦，但也讓我從中學習到很多

東西，不僅僅是日文方面而已，還有如何寫教案、如何與組員們有效溝通等等。 

  最後要很謝謝老師們及總召總是給我們很多建議、也提醒了我們很多我們沒

有注意到的地方。另外也很謝謝 A 班的學員們這麼配合，一開始其實十分不安，

因為我們弄了很多的作業與發表，但沒想到大家都有好好的準備，真的覺得很感

動。而在最後的發表會時，A 班學員們的表現真的是超乎我們的想像、讓人十分

驚豔！真的很謝謝他們為甲南營畫下一個完美的句點。 

 

 

 甲南キャンプに参加したのは、今年で二回目です。去年は、学生として参加しましたが、

今年は GTを担当しました。最初は、甲南キャンプに参加するかどうかすごく迷いました。

恥ずかしがり屋だし、雰囲気を盛り上げるのが苦手だし、日本語も下手なので、よい先生

なれるかどうかという不安を持っていましたが、今は、甲南キャンプに参加したのはよか

ったと思っています。この活動で、先生は楽な仕事ではないということが分かりました。

私たちは、七月から教案の討論を始めなければならなくて、八月になるとさらに大変にな

りました。毎日授業が終わってから検討会を行い、検討会が終わってから、Aクラスの GT

たちと一緒に教案を直さなければならなくて、とても疲れました。しかし、日本語だけで

なく、教案の書き方や、人とのコミュニケーションなど、いろいろなことが勉強になりま

した。 

 最後に、先生とリーダーがいつも良いアドバイスをしてくださったので、本当にありが

たかったと思っています。そして、Aクラスの学生に会えてよかったと思います。甲南キ

ャンプを始める前は、とても不安でした。発表と宿題がたくさんあるので、学生に嫌われ

るかもしれないと心配しました。しかし、学生たちはちゃんと原稿を作って、一生懸命に

発表の準備をしてくれました。その真面目な姿を見て、とても感動しました。最終日の発

表会の学生の発表は、予想以上に素晴らしかったので、本当に感動しました。 
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Ｂクラス 

竹浦大貴（Ｋ） 

 

甲南營的活動期間雖然有很多開心的事情，但也是一樣程度的累。我雖 

然參加 過日語教育志工活動、也有實際與外國的日語學習者接觸的機會，

卻沒有在將近 20 人的班級中授課的經驗，讓我對是否能讓課程順利進行感

到不安。也因而在此 次去台灣前，透過盡量的準備教材讓我產生了微妙的

安心感。卻在一開始的教案檢 討會上被指出沒有中心主題等等缺點，讓我

明白了這些事前準備也不過是自己的自 我滿足罷了。當天滿腦子想著授課

計畫只能全部重頭來過的真的讓人非常的憂鬱。 但因為有 GT 們跟著一起從

頭開始思考修正方案、製作新的教材，讓大部分的教材 做到最大程度的利

用，課程也因為 GT 們適時的穿插其中而進行得很順利。不論是 隨機應變

的授課內容，還是從結果來說非常滿除的課程，絕對都是因為有 GT 們的 

協力才能成功、只有我一個人是絕對做不到的，真的非常感謝他們。之前我

也想說 會被學生認為是一個靠不住的老師，結果卻在交談中、感想卡等等

地方得到了「今 天過得很開心」這樣的回饋，不禁讓我覺得如果能多少成

為他們學習日文的一臂之 力就好了。 

在這十多天，我得到了平常體驗不到的寶貴經驗，比甚麼都重要的是在這 

裡遇到了無可取代的夥伴，讓我打從心底認為能參加這個活動真的是太好了。 

 

 

甲南キャンプの数日間は楽しいこともたくさんありましたが、それと同じくらい 

しんどかったです。私は日本語教育のボランティア活動に参加したこともあり、実 

際に外国人学習者とふれあう機会はあったのですが、20 人近い人の前での授業経験 

は無かったので、ちゃんと授業を運営できるかとても不安に思っていました。その 

ような理由から、台湾に行く前に日本で PPT などの教材をできるだけ用意すること 

によって、妙な安心感を生じさせていたのですが、最初の検討会で自分が事前に作 

っていた授業計画に一貫性が無い点などを指摘され、その安心感は自己満足に過ぎ 

なかったことを思い知らされました。授業計画を一から練り直さないといけないの 

かと思い、その日はずっと憂鬱だったように思います。しかし、GT たちはその計画 

案をベースに修正案を一緒に考えてくれ、新たな教材も作ってくれたので、ほとん 

どの教材をムダにすることなく活用でき、実際の授業でも円滑に授業を進めること 

ができました。ほぼ行き当たりばったりの授業だったにも関わらず、結果的に満足 

のいく授業を行えたのは、言うまでもなく GT たちの協力があったからこそだと思い 

ます。一人では絶対できなかったと思います。本当に感謝です。学生たちも頼りな 

い先生が教壇に立っていて、不安に思っただろうと思いますが、アンケートなどで 

「楽しかった」と言ってくれていたので、少しでも日本語学習の力になれていれば 

良いなと思います。 

 

10 日間を通して、滅多にできない貴重な経験ができたし、何よりかけがえのない 

       仲間を得ることができました。参加してよかったなと心から思います。 
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游韻加（かりかり） 
 

從一年級就沒有當過學員的情況下，我沒有想過會在即將升四年級的暑 

假還有機會以 GT 人數不足的理由直接以零經驗的教學方新手身分參加甲南 

營。活動的事前準備更是與其他組的 GT 有著強大的差異──在其他組為了 

教案煩惱、瘋狂找總召等工作人員求救時，我們更是冷靜的等著活動開始以 

直接與日方溝通。 

在系上這麼多的台日交流相關活動中，每次可以說是最大的課題就是溝 

通，這次也依舊遇上這個難題。不論是在活動前的討論、台灣方希望可以得 

到的教案說明，或是在台方成員們自己對於活動進行方式的不同認知及意見 

表達，是我認為這個活動期間大家最努力克服的障礙。 

其中我也從非日文科系的學員們身上重新認識到，要學習一個語言果然 

是要持之以恆。在他們每日交回來的感想卡、每天跟他們的小聊也可以了解 

到他們對這些課程的想法，除了最直接的對當天學習內容的想法之外，還有 

對於這些克成對他們來說的吸引度。有趣的是在這些這堂課上我沒有看過他 

們睡覺，或許是因為他們真心對這些內容感到有興趣，就像是求知慾被喚醒 

一樣，這對現在的我來說也是一個很好的刺激，讓我開始重新思考我對什麼 

感興趣，我的求知慾現在在哪邊。 

 

 

 

  期末にリーダーのアシェンから GT の人数は足りないという話を聞いて、「あっ、

もう最後の夏休みので、もっと学科の活動に参加するのは最後のチャンスだ」と思

って 4 年生として参加した。 

 

  学期中の連絡は非常に大変だ。Facebook での連絡はあまりわからないし、進度 

もほかのクラスと比べるとあまり進めなかった。一回のスカイプ会議をやっても、 

日本側の言いたいことも分り辛いだ。でも B クラスの台湾メンバーはあまり緊張感 

が持っていないという調子で、甲南キャンプを始まった。活動をしながら、私が一 

番気ついたものは、教案の話し合っても相手に伝わらないということだ。これは日 

本側のメンバーだけではなく、台湾側のメンバーもそうだ。やりかた、また頭で想 

像してた教案内容は全然違うから、全部の意見を一生懸命説明するのは毎日の課題 

だ。 

 

  そして、生徒毎日の感想カードを見るのは面白いことだと思う。彼らは日本 語を 

専攻している学科ではない学生から、私たちが考えて教案を実行していた姿を見る 

のも、自分が日本語を勉強するやり方もじっくり考えて、反省することができる。 
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王思宜（モリ） 
 

  這次的甲南營，過程雖然很辛苦，還好最後順利地結束了。說到辛苦，我

想最讓大家頭痛的就是設計一個有系統的教案吧，每天都絞盡腦汁，想著如何

讓教案跟著目標走，又不會讓課程顯得無趣，想呀想呀，把精神都消耗光了，

不過，看到大家辛辛苦苦想出來的教案實踐出來後，同學認真學習的情景時，

心裡總會得到大大得滿足，什麼辛苦也就都忘了。 
 

  甲南營也讓我不得不面對在學習日文上我最害怕的事情－開口說日文，活

動中常常有機會又或者說是不得已的情況下必須講日文，從討論教案、教案會

議、上課到檢討會等等。我們這次帶的是 B 班，剛開始上課時大家在說日文時

好像都感到有些彆扭，其實我也是，畢竟我對於說日文本來就沒有什麼自信，

如果是平時上課，我可能就能不開口就不開口吧。不過我清楚知道，現在我的

角色是 GT，自己應該主動丟出東西，而不是天真的坐在那等著別人過來。之

後，我發覺到當我用日文和同學搭話、問問題時，同學們也會很自然的用日文

回覆我，我也會又很自然的用日文回答，是一種很難形容的氣氛，只知道若此

時冒出中文，反而會有點奇怪!課程結束後，聽到同學說，平常沒什麼機會說日

文，在甲南營多了很多可以講日文的機會，我想這 對 B 組的老師及 GT 來說是 

再高興不過的事情了。 

 

 
今回の甲南キャンプは過程が大変だったが、よかったと思う。一番大変なのは教 案を考える

ことかもしれない。毎日、どうすれば教案を目標に合わせても、面白さを失わないように考

えて、考えて、何も分からなくなった。でも、授業のとき、メ ンバーが考えた教案を実践し

て、学生が新しい日本語を勉強した嬉しい顔を見たと き、もうどんな疲れた気持ちも全部な

くなって、満足しか残ってない。 

 

甲南キャンプを参加して、私が一番自信がない日本語を話すこともしなければな らなくなっ

た。活動の中で日本語を話す機会がたくさんあって、教案の討論、教案 会議、授業、反省会

などなど。普段の授業だったら、いつもできるだけ話さないよ うにしているが、今はＧＴと

して甲南キャンプの授業で、自分から日本語で学生に 話しかけないと、学生たちは日本語で

返事してこないとわかっている。こう思っ て、頑張って下手な日本語で話しかけると、学生

たちも自然に日本語で返事してく れた。こんな雰囲気で、中国語が出るのが逆におかしくな

った。授業が終わってか ら、学生に普段はあまり日本語が使えない、甲南キャンプでは日本

語を話す機会が 多いと聞いて、私たちにとっては、それ以上の嬉しいことがないと思った。
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陳詠慈（ジエル） 

 

這是我第一年參加甲南營，同時是第一次以 GT 的身份參與甲南營。而 

B 班 GT 的夥伴們也都是同樣的，沒有參與過甲南營的經驗，只憑著一顆協

助同學也是幫助系上的心，答應來支援此活動。在日方還沒來到台灣之前，

身為老大三的我們準備進度是極為緩慢的，直到日方來台當日、台方辦了歡

迎會，我們才有種「啊，活動就近在眼前了。」的緊張感，也才匆忙地排了

緊湊的會議進行討論。從活動的前一天、到活動期間的每個須要報告隔日教

案的前一天，每每輪到我們 B 班，老師們就會講得特別久，表情也摻雜了許

多別組報告時大概少出現的……難以形容的糾結與疑惑。（雖然隔壁的 A 

班比我們認真多了，但她們多少跟我們有類似的情形）老實說行前一天跟活

動第一天我是真的失去動力，就因老師以嚴厲的態度提出 B 班沒有目標的質

疑，以及本身沒有任何類似教學活動、要準備教案的經驗，再加上與組員溝

通上的困難（吊詭的是，讓我失去信心的反倒是跟己方台灣人溝通這方

面）。後來硬是說服自己就撐過幾天也沒什麼大不了的，只是活動期間不斷

地自問 GT 在這個台日合作的營隊裡的定位到底是什麼，而工作是教案的發

想？主導討論的進行？給予建議？還是聽日方請你協助什麼就老實地只做什

麼呢？僅管我並沒有一個明確的答案，也不知道在各位 GT 的內心又是如何

想的。不過就一個活動來說，能夠圓滿成功無非是最值得開心的。我很慶幸

可以參加這次的甲南營，也很感謝一起參與的大家，我認為我們共同創造了

一個很棒的回憶！ 

 

甲南キャンプに参加することは初めてなので、そわそわしたり、どうしようかわ 

からないということもありました。でも、台湾側は仲間たちがそばにいるので、勇 

気を出しました。 

 

キャンプが始まり、するべきことがいっぱい出て、いそがしかったです。毎日、 

時間が経つのが早い気がする。当日の課程が終わったあと、ちょっとリラックスを 

しようとしても、次の検討会のため、精一杯努力して準備をしました。 

 

この一週間、みんなが仲良くなりましたかなと思いました。そして、生徒たちは 

一生懸命最終発表の準備をしてくれて良かったと思います。最終発表の時間で、す 

ごく緊張してた人もいるんですが、B クラスの生徒たちはよくできたと思います。 

そのあと、感想カードを見て、いっぱいフィードバックが出てくれてうれしいと思 

います。授業の時間がもっと長くしてほしいと、この一週間よく勉強して、もっと 

上手になりたいとかこういうコメントが多いので、みんながこのキャンプで、楽し 

く過ごしたなと思ってしまいます。 

 

大変なこと、辛いこともあったんですが、このキャンプに参加できてとても楽し 

いと思います。キャンプの皆さん、お疲れ様でした！一週間のいい思い出を作った 

と思います。 
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黃莉芸（あおい） 

        因為暑假的籌備時間我人一直在日本又是第一次參加甲南營擔任 GT 的

工作，要做什麼完全不知道。我的夥伴和組長一直都很幫忙我進入狀況，除

了 很有耐心指導我之外，也事先做了很多籌備工作真的很感謝他們！ 

      雖然甲南營對學員來說只有短短五天，但工作人員和老師 GT 們卻早在

暑假之前就已經花費兩個多月的時間一直在規劃這次的營隊。由此可知要辦

好一個活動，是需要結合大家的努力和時間來成就的！ 

     而這五天對我來說也是個很好的經驗。雖然想教案跑活動流程花了很多

時間也很耗腦力每天都睡眠不足，但跟著學員們一起快樂學日文對他們的學

習有所助益、跟日本教師在課後聊天逛街吃美食、和 GT 們一起同甘共苦就

覺得一切都很值得！ 

 

     我還有很多不足的地方，希望有機會能夠再參加類似的活動！也希望下

一個甲南營能辦得更好！ 

 

 

ずっと日本にいるから、なんでも分からない状態で甲南キャンプに入っちゃた。 

始めて甲南キャンプに参加するから何を作るべきか今のスケジュールをどこまで進 

んでいるかぜんぜんわからなかった。しかし、ＢクラスのリーダージエルさんをＧ 

Ｔたちいつも助けてくれ本当にありがとうございました！ 

 

甲南キャンプは学員たちにとって五日間しかないけど、甲南キャンプを初める前 

はスダッフではなく、先生ともＧＴたちともいろいろなことを準備しておきて、長 

い時間をかかりました！それから見ると、いいキャンプ作るのは皆さんと一緒ご協 

力して完璧になれることだ！ 

 

私にとって甲南キャンプでの五日間がいい経験だと思う！教案を考えるのはすご 

く大変で毎日睡眠不足でしたが、学員たちと一緒に楽しく日本語を勉強したり、Ｋ 

さんと一緒に台湾のグルメを食べしたり、ＧＴたちと一緒に頑張っていてとても楽 

しかった！ 

 

ときどき学生は甲南キャンプを参加した学員たちではなく、ＧＴたちも甲南キャ 

ンプからいろいろなことを勉強しました！。学員たちはいつもいいコメントをして 

くれ、何の欠点があるか、どうやって改善するか、スダッフやＫさんやＧＴたちが 

聞こえました。よければ今度も甲南キャンプに入たい！甲南キャンプこのようない 

い活動をずっと続けていてください！ 
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C クラス 

中村 翔 

 

   8 月 24 號到 8 月 28 號這段期間,我在台灣的東海大學教台灣學生們日文。 

  在到台灣之前,我認為教日文這件事對日本人的我來說不是件難事,但實際上過課後,我才了解

到教日文這件事比我想像中的還來的困難和辛苦,特別感到困難的是課程的程度該怎麼掌握這部分,

因為我負責的 C 班是人數最多的班級,所以整個班級的日文程度存有相當的落差,像是有些學生能用

日語來進行溝通,但也有些學生不太擅長,然後因為考慮到想要設計讓全班都可以理解的課程,所以

相對來說,課程的程度會比較傾向於簡單的設定,那樣做的話,即便是程度不高的學生也可以了解,不

過對程度較好的學生來說,課程稍微簡單化後或許會變得有點無聊,因此要準備符合全班需求的課程

並不簡單。而在所有課程都結束後,回顧了一下這五天,我覺得應該多做些適合程度較好的同學的課

程,日語教育並不是老師和學生以一對一的方式去進行,大多都是一位老師和很多學生這樣的模式,

因為學生有幾人以上必定會出現程度上的落差,因此之後若有接觸到日語教育相關的事的話,我覺得

需要有更深入思考關於課程程度設定的必要。 

    課程程度的設定是這五天下來的反省點,相反的,在這五天中也有覺得還滿不錯的地方。 

首先第一個是做料理的時候,將班上的人分成幾組,一組在做章魚燒時,其他組就先做團子,依輪流的

方式讓所有的組別都可以體驗做章魚燒,而之所以會覺得料理課好的理由是,因為在最終日的回饋單

裡,有很多學生都有寫到印象最深刻的是做料理的部分,而我也可以知道大家對日本的章魚燒及團子

的味道的評價,然後學生們也對課程很滿意,所以我覺得料理課部分很好。 

  另一個覺得還不錯的是,以教導「到日本觀光時可以使用到的日文」為主題的五天課程,在這五

天裡,我們有上一些像是指引道路的方法、日本觀光地的吉祥物介紹等和觀光有關的日文及日本文

化的課程。在最後一天的回饋單裡,有很多學生寫到像是「可以學到很實用的東西,覺得很好」、「這

樣到日本時就可以用日文問路了」等等,所以覺得以這樣的主題為主的課程還滿不錯的。 

  這五天因為都在做教材之類的東西,所以沒有什麼睡眠時間,真的是非常辛苦的五天,但還好有

其他組員的幫忙,才能順利地度過,若光靠我一個人的力量是絕對無法度過那五天的課程,所以非常

感謝組員們的協助。這五天雖然很辛苦,但得到的收穫很多,對我來說這是一個很好的經驗。 

  

私は 8月 24日から 28日の間、台湾にある東海大学で台湾人の学生に日本語の授業をしました。 

私は台湾に行くまでは日本語を教えることは日本人の私にとって難しいものではないと思っていました。し

かし実際に授業をしてみると日本語を教えるということは自分が想像していたより難しくて、大変なことだと

わかりました。特に難しいと感じたのは授業のレベルをどうするかです。私が担当した Cクラスは人数が一番

多いクラスで、一人一人の日本語のレベルにかなり差がありました。例えばある生徒は日本語でコミュニケー

ションを取ることができるが、他のある生徒は日本語でコミュニケーションを取ることができないなどの差が

ありました。私はクラスの学生全員が理解できるような授業がしたいと考えていたので授業のレベルをどちら

かと言えば低く設定して授業をしました。そうしたことによって日本語のレベルが高くない学生でも理解でき

る授業ができたと私は思います。しかし日本語のレベルが高い学生にとっては少し簡単で退屈な授業になって

しまったと思います。クラスの学生全員が満足する授業を行うことは簡単ではないと思いますが、全ての授業

が終わってからこの５日間を振り返ってみると、もう少しレベルの高い学生に合わせた授業をするべきだった

と私は思いました。日本語教育は教師と学生が一対一で行うものではなく一人の教師と大勢の学生で行うこと

が多いと思います。学生が何人もいる以上はレベルの差は必ず出てくるものなので今後私が日本語教育に関わ

ることがあれば、授業のレベルの設定をもう少し深く考える必要があると思いました。 
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授業のレベルの設定はこの５日間の反省点ですが、逆にこの５日間で私が良かったと感じることもありまし

た。 

まず一つ目の良かったと感じたことは、料理を作る授業をしたことです。料理はクラスをいくつかのグルー

プに分け、１つのグループはたこ焼き、その他のグループは団子を作り、そのグループをローテーションさせ

ることによりすべてのグループがたこ焼き作りを体験できるようにしました。私がこの料理の授業をして良か

ったと思った理由は、学生が最終日に書いたアンケートに料理を作ったことが印象に残っていると書いた学生

が多かったからです。私としても日本のたこ焼きや団子の味を知ってもらうことができて良かったし、学生も

満足してくれたようなのでこの料理の授業をして良かったと私は思いました。 

次に良かったと感じたことは、「日本に観光に行った時に使えること」を教えるというテーマを基に５日間

授業をしたことです。この５日間は、道案内の仕方や、日本の観光地のゆるキャラの紹介など、観光に関わる

日本語や日本の文化を教えることをテーマに授業をしました。最終日のアンケートでは「実用的なことを勉強

できて良かった」、「これで日本に観光に行った時日本語で道が聞ける」などと書いてくれた学生が多かったの

でこのようなテーマを基に授業をしたのは良かったと思いました。 

この５日間は教材作りなどであまり寝られない日があったりしてとても大変な５日間でしたが、私以外の同

じグループのメンバーの力などもありなんとか無事に乗り切ることができました。私一人では５日間の授業を

乗り切ることは絶対にできなかったと思うので同じグループのメンバーには感謝したいです。この５日間は大

変だった分、やり終えた後に得たものは多く、私にとってとてもいい経験になりました。 
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坂井陽香 

 

    對我來說甲南營是個非常寶貴的經驗。在去之前聽說了很辛苦，來了之後一看也真的很辛苦，

幾乎每晚都忙到快要到隔天。有些後悔在日本時應該多和 GT 聯絡、多做些事前準備的。即使想了

教案，但教學方面完全不擅長，課程有剩餘時間、意見被反對等等，這些需要調節的部分也很辛苦。

雖然每天都睡眠不足，但不可思議的是在教學中得到了樂趣。大家好像都很開心地聽課，在角色扮

演的時候也很認真的比賽，覺得真的很快樂。即使不太成功也為學生們的笑臉所支持。雖然不是說

是很精彩的教學，但學生們每天都有來，覺得很開心。在看學生們的最終發表時，覺得每天都忙到

很晚真是值得了。 

    然後也很感謝各位 GT。要做事情的時候總是聚集到某位的家裡，大家一起忙到很晚。大家直

到最後都一直很努力的思考、提出意見討論，覺得非常棒。進度卡住的時候 GT 都會想出很好的提

案。GT 方比起日本人較會使用電腦，有困難的時候總是能讓進度繼續推進，真是幫了大忙。除了

上課方面，幫忙買飯、聊一些興趣等等，能夠交到朋友真的很開心。 

    說實話，甲南營真的很累。但是實習結束後，回想起來時，成就感和快樂的感覺比較強烈。在

歡送會像各班道別時感到很惋惜，從東海大學前往台北的時候，真的覺得很寂寞。一開始覺得想早

點回家就像個謊言，覺得還不想回去。來到了台灣，和許多人有了來往，製造了回憶、結交了朋友，

打從心底的覺得，能夠參加甲南營真是太好了。實習就這樣結束了，託老師們、GT 們、學生們、

工作人員們的福。成為了暑假最美好的回憶。真的是十分感謝。 

 

私にとって甲南キャンプは本当に貴重な経験でした。行く前から大変だと聞いてはいましたが、いざ来てみ

ると本当に大変で、ほぼ毎晩日付が変わるまで作業をしていました。日本にいるうちにもっと GTと連絡を取

り、準備をしておくべきだったと後悔しました。教案を考えても、授業では全然上手くいかず、時間が余って

しまったり、反対に押してしまったりして、そこの調節に苦労しました。毎日寝不足でしたが、不思議と授業

中は楽しくできました。Cクラスの学生はみんな意欲的だったので、教師側としてはとても授業が進めやすか

ったです。みんな楽しそうに授業を聞いてくれたし、ロールプレイのときはとても真剣に取り組んでくれて、

本当に嬉しい気持ちになりました。なかなかうまくいかなくても、学生たちの笑顔に支えられました。素晴ら

しい授業とは言えない授業だったけど、学生のみんなは毎日来てくれて、とても嬉しく思いました。学生の最

後の発表を見たとき、毎日遅くまで頑張ってきて良かったと思うことができました。 

それから GTのみんなにはとても感謝しています。作業をするときはいつも誰かの家に集まって、夜遅くま

で全員で作業をしました。全員で最後までいつも頑張って考えて、意見を出し合って作業できたのでとても良

かったと思います。行き詰まった時はいつも GTがいい案を出してくれました。GTのほうが日本人よりもパソ

コンを使いこなしていて、困ったときはいつも作業を進めてくれたので本当に助かりました。授業以外の面で

も、ごはんを買ってきてくれたり、趣味の話をしたりして、仲良くなることができて本当に嬉しかったです。 

正直なところ、甲南キャンプはとても疲れました。でも実習を終えて、思い返してみると達成感と、楽しか

ったという気持ちのほうが強いです。歓送会ではどのクラスも別れを惜しんでいたし、東海大学から台北へと

向かうときは、本当に寂しかったです。初日に早く帰りたいと思っていたのが嘘のようで、まだまだ帰りたく

ないと思いました。台湾に来て、たくさんの人と関わることができて、思い出もできて、友達もできて、甲南

キャンプに参加して良かったと心から思っています。実習をこのように終えられたのは、先生方、GT、学生、

スタッフのみなさんのおかげです。夏休み一番の思い出になりました。本当にありがとうございました。 
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陳幸渝 

 

    這一次參加甲南營的活動，一開始單純只是因為想和來自日本甲南大學的學生作交流。我身為

轉學生，並沒有機會在大一暑假的時候以學員的身分參加甲南營，甚至對於甲南營的詳細流程都不

甚了解。在這樣的情況下，我卻當上了 C 班的小組長。雖然起初也曾搞不清楚狀況，誤會學姊的

指示，或是苦惱於該如何將自己的想法用日文清楚且正確的傳達給日方，但更多的是期待活動的開

始，並期許自己能夠透過此次機會大幅成長。 

    在活動即將開始之前幾天，我們終於和負責 C 班的中村翔及坂井陽香見面了，在歡迎會上我

們很快的成為好朋友，之後的每一天，我們都非常配合彼此的準備隔天的教材以及上課會用到的道

具，即使因為備課回家的時間一天比一天晚，回家後還總是不能立即睡覺因為還有沒做完的 PPT，

但是真的過得非常充實，完成教案的成就感到現在都還無法忘記。 

    在正式教學的時候，我們察覺了一些在準備教案時想都沒想過的問題。例如時間無法如預期的

掌握，班上同學的程度落差很大，無法帶動班上的氣氛等等，透過每天的反省會，老師們給予的建

議，以及對教案反反覆覆的修改，我感受到了我們確實的改善了以上的缺點，並且更能夠和學員們

產生互動。 

    忙碌的時間真的感覺過得特別快，轉眼之間，五天的課程就結束了，在歡送會上，聽了大家的

感想，也看了大家的表演，同時回憶著大家一起努力過的這幾天，真的感覺到自己有所成長了。這

次的甲南營真的在我的大學生活中留下了很好的回憶！ 

 

  今回、最初甲南キャンプに参加したい理由は、日本の甲南大学の学生と交流したからいだけでした。私は転

校生ですから、大学一年生の時学生として甲南キャンプに参加する機会がありませんでした。甲南キャンプに

ついて何でも分からなかった状況で、Ｃクラスの組長になりました。活動の初期、私は先輩の言ったことを誤

解したり、自分の言いたいことをどうやって正しくてはっきり日本の方に伝えるかと悩んだりしましたけど、

ずっと活動のはじめを期待していました。 

 活動が始まる数日前、やっとＣクラスを担当する翔さんとはるかさんと会いました。歓迎会を通して、私た

ちはすぐに友達になりました。あとの毎日、私たちはお互いに協力して、翌日の教案と使う道具を準備しまし

た。毎日家に帰れる時間は段々おそくなても、家に帰ったらすぐに寝れなくて、またパワーポイントを完成し

ならければならなくても、とても充実な生活でした。教案を完成した達成感は今までも忘れられません。 

 正式に授業を始めたら、私たちは教案を作ったとき一度も考えたことない問題を気付きました。例えば、時

間のコントロールができないことや学生のレベルのが非常に激しいことやクラスのテンションが上げられな

いことなどです。毎日反省会に参加して、先生からのアドバイスを受けて、教案を何回も書き直したら、以上

の欠点を改善したことを感じました。先生やＧＴと学生の距離も近くなりました。 

 五日間の授業はあっという間に過ぎました。別れ会の時、この皆と一緒に頑張ってきた数日のことを思いな

がら、皆の感想を聞いたりパフォーマンスを見たりして、本当に自分が成長したことを感じました。今回の甲

南キャンプは大学の生活の特別な思い出になりました！ 
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曾詠純 

 

    這次參加甲南營，少數的有了這樣正式的和日本人交流的經驗。還沒開始之前就有點小緊張，

擔心很多事情，不知道和對方如何相處、組員間的討論不知道不能順利、開始上課之後會不會有很

多問題……等。事實上開始之後，確實也遇上不少問題，材料及器具的問題、教材的問題、溝通上

的問題等等。其中大概是教案的討論方面最為困難，除了許多方面和原先想像的不一樣之外，還得

有個最終目標，教程也得以此為目的來編排。雖然主要是由日方主導，但也感受到了討論及修改上

的難處。 

    除此之外，每天的檢討會也是很辛苦，不但要報告當天的心得、值得改進的地方，還得將隔天

的教案詳細說明。但經由這次的甲南營，我確實學到了很多東西，問題多，那就想辦法去解決它，

解決了，那自己就多了一個寶貴的經驗，擺著不解決，那麼問題永遠都在，即使累了，休息過後再

去解決便是，很少有解決不了的問題，通常只有懶得去解決的人，這次的活動 GT 是以組別為單位，

這讓我更加知曉團隊合作的重要性，和組員們一起努力，即使辛苦，但在看到成果之後就覺得都值

得了。這也是我這次最深的體悟。 

    星期一的日本問答、星期二的章魚燒及團子的製作、星期三的購物時的用語介紹、星期四的問

路時的用語介紹、星期五的最終發表，以及歡迎會和歡送會，都讓我印象深刻，和組員們一起度過

這幾天，除了認識了日本的新朋友、也認識了更多系上的同學及學長姐，更留下了美好的回憶。很

開心甲南營美好的落幕了，老師們、日本來的朋友們、學長姊們、同學們，大家都辛苦了。 

 

今回の甲南キャンプに参加して、こんな正式に日本人と交流する経験がありました。まだ始めない前に、私

はちょっと緊張しました。いろいろなことを心配しました。どう相手と付き合うかわからないことも、メンバ

ーとに相談が順調かどうかわからないことも、授業が始まった後で、たくさんの問題が出てくるしれないこと

など、心配していました。実は、始まった後、確かにいろいろな問題を直面しました。材料や道具の問題、授

業で使う資料の問題、メンバーとのコミュニケーションの問題など。その中に、教案の問題が一番解決しにく

いです。いろいろなことが始まった前の考えと違いました。そして、最終目標があって、教案も最終目標を目

指して作りました。日本人の考えを主としてしましたが、討論するときもチェックするときも困難がありまし

た。 

それから、毎日の反省会もとても疲れました。当日に感想や改善することと明日の教案を詳しく発表しまし

た。ですが、今回の甲南キャンプを通じて、いろいろなことを習いました。問題が多かったら、仕方を考えて

解決します。解決すれば、自分が貴重な経験をもらいました。解決しなければ、問題がいつもあります。疲れ

ても、ちょっと休んで、頑張って続けます。解決できない問題が少なくて、解決したくない人のほうが多いで

す。今回の活動で、ＧＴたちが組を作りました。チームワークの重要性をもっとわかりました。組のメンバー

と一緒に頑張って、辛くても、成果を見たとき、やる価値があったと思いました。これも今回私が一番深刻な

感想です。 

月曜日の日本クイズ、火曜日のたこ焼きと団子の作り、水曜日の買い物に行くとき使う言葉の紹介、木曜日

道案内言葉の紹介、金曜日の最終発表、そして、歓迎会と歓送会。私はとても印象を付けました。この一週間

みんなと一緒に過ごして、いい思い出を残りました。甲南キャンプが終わりました。先生たちも、ＧＴたちも、

先輩たちも、みんな、お疲れ様でした。 
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陳怡靜 

 

    這次已經是我第二次來參加甲南營這個活動了,但這次跟去年不太一樣的地方是今年我是以

GT 的身分來參與這次的活動。 而 GT 們的主要工作就是協助甲南大學的學生以及一起參與教案的

討論,所以活動期間的這一個禮拜,每天都在準備上課時會用到的道具,還有討論隔天的教案討論到

很晚,雖然很累,但覺得每天都過得很充實。然後因為暑假能接觸到日文機會變少了,原本還在擔心沒

有辦法講出很流暢的日文,但經過了這一個禮拜,我覺得有一點很好,那就是漸漸地可以用日文將自

己想說的話明確地表達出來, 而這對我來說是個能提升自己的日語會話能力的好機會,還有要特別

感謝翔さん和はるかさん,每當我有不懂的日文單字時,他們都會很親切地跟我解說單字的意思,多

虧有他們的幫助讓我學到很多東西,真的很高興能夠認識他們。  

    再來是關於 C 班的學生們,剛開始的第一天,因為上課時大家都沒有什麼反應,讓人覺得氣氛有

點尷尬,不過接下來幾天的課程裡,大家都會跟著一起唸翔さん和はるかさん所教的單字和句字,而

且有幾位學生還會很認真地抄寫筆記,非常積極的在學習日文,看到這畫面真的覺得還滿感動的,其

實不只是學生們在學習而已,透過這次的活動,也讓我學到滿多很實用的東西。 

    這次的甲南營讓我留下很多快樂的回憶,而印象最深刻的非歡送會的表演莫屬了,特別是我們那

組在唱日語版加台語版的 let it go 時,雖然當下表演時真的覺得好羞恥,但我們的表演卻讓大家的爆

笑聲不斷,還頓時將歡送會的氣氛帶到沸點,而且大家似乎都看得很開心,而我也永遠不會忘記那些

快樂和趣事。最後想說的是很開心能夠參加這次的甲南營,對我來說這是很可貴的經驗。 

 

今回甲南キャンプという活動に参加したのはもう二回目です。 でも、去年とちょっと違うのは、今年は

GT としてこの活動に参加しました。 そして、GT たちの主な仕事とは甲南大学の学生に協力し、一緒に教案

を討論することです。 ですから、この一週間、毎日遅くまで教案を討論したり、授業で使う道具を準備した

りしました。 毎日がすごく疲れましたが、充実していました。 夏休みのとき、日本語に接する機会が少な

くなったので、そもそも日本語を話すのがうまくできないことにちょっと心配しました。 でも、この一週間

が経ち、だんだん自分が言いたいことをはっきり日本語で話せるようになり、本当によかったです。 私にと

っては日本語の会話能力が高めるいいチャンスだと思います。 そして、毎回わからない言葉があったら、翔

さんとはるかさんが親切にその意味を教えてくれてありがとうございます。 彼らのおかげて、いろいろなこ

とを覚えました。お会いができ、本当に嬉かったです。 

それから、Cクラスの生徒たちの部分について、一日目のとき、あまり反応してくれなかったので、雰囲気

はちょっと気まずかったです。しかし、残った四日目の授業で学生たちが翔さんとはるかさんの教えたとおり

に、もう一度単語や文を話し振り返りました。 それに、いくつかの生徒が真面目にノートをとり、積極的に

勉強しました。 それを見ると、とても感動しました。 実は、生徒たちだけじゃなく、この活動を通じて、

私も実用的なことをたくさん学びました。  

今回の甲南キャンプはいろいろな楽しかった思い出に残りました。 一番印象に残ったのはやっぱり歓送会

でのパフォーマンスでした。 特にありのままでというソングの日本語版と台湾語版を歌っていたとき、実は

本当に恥ずかしかったと思いました。 でも、皆さんの爆笑声が起こり、歓送会のボルテージはいきなり最高

潮になりました。 みんながとても楽しそうでした。私もその楽しさ、面白さは永遠に忘れません。最後言い

たいのは今回の甲南キャンプに参加し、とても喜んだということです。私にとっては貴重な経験でした。 
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黃姿琇 

 

今年的八月，我參加了我們系上的甲南營。我不是學員，而是成為了 GT。去年參加過甲南營

的朋友似乎都非常的開心，也非常的推薦。很可惜沒能以學員的方式體驗甲南營。但是，今年暑假

我成為了從旁協助的 GT。站在學員的旁邊，幫助他們學習日文，希望他們會有所收穫。 

一起負責 C 班的日本 GT 為甲南大學的中村翔和坂井陽香。在討論與準備教案的過程中，兩位

都非常的努力認真，而我自己也希望能對他們有所幫助。整個甲南營的過程中，每天幾乎都一起生

活，一起吃飯、討論教案、開會、準備隔天上課時所需要的道具教材。覺得我們成員之間的感情一

天比一天深厚。我也體驗到了各種不同的事物，第一次自己親手做了章魚燒和团子、第一次和日本

人一起合作、第一次幫助別人學習日文。因為課程需要，所以組員們讓我負責設計屬於甲南營 C

班的千元紙鈔。自己親手創作出的千元紙鈔，發給學員使用時的感覺特別不同、特別的深刻。學員

對於我所畫的千元紙鈔都給予了非常好的評價，我真的好高興、好感動。 

有開心的時候，有苦惱的時候，也有覺得疲憊的時候，但是發現到會感覺到累的並不是只有自

己。每個在甲南營的人都很努力，每個人都會累，大家都想要讓來參加甲南營的學員能夠快樂的學

日文。了解到我不能只想到自己，大家都是一樣的。今年的暑假我挑戰了自己，也留下了特別的回

憶。 

 

今年の八月、私は東海大学日本言語文化学科の甲南キャンプに参加しました。私は生徒ではなく、GT でし

た。去年、甲南キャンプに参加した友達はとても楽しかったそうです。生徒の立場で甲南キャンプを体験する

ことができなくて、残念だと思いました。しかし、今年の夏休み、私は GTになりました。 

一緒に C クラスを担当する日本の GT は甲南大学の中村翔さんと坂井陽香さんでした。二人とも、とても努

力して、真面目でした。私も彼らを手伝えたかったです。毎日ほとんど一緒に暮らしていました。ご飯を食べ

て、教案を討論して、明日の授業が必要な道具教材などを準備しました。私たちの仲間はだんだんよくなりま

した。私は様々なことを体験しました。初めて自分でたこ焼きと団子を作って、日本人と一緒に働いて、他の

人に日本語を教えてあげました。Cクラスのメンバーは私に授業で使う千円札を描かせました。自分で作った

千円札が生徒たちに配った時の感覚はとても深刻です。生徒たちは私が描いた千円札にいい評価をくれて、本

当に嬉しくて、感動です。 

楽しい時、悩んでいた時、疲れたと思った時もありました。しかし、疲れたと思うのは私だけでわなかった

です。誰でも疲れを感じます。この甲南キャンプにいる皆さんは、生徒たちが楽しいで日本語を習うことがで

ぎるために頑張っていました。今年の夏休み、私は自分を挑戦して、重要な友達もできて、特別な思い出も残

りました。今回の甲南キャンプは私にとってきわめて貴重な経験です。甲南キャンプの皆さん、ありがとうご

ざいました。 
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D クラス 

井上万里奈 まりな 

 

   從第一天開始就為了想課程內容而苦戰。雖然 D 班的學生是會五十音的程

度，但因為聽說大部分的學生不是不會片假名，就是忘記平假名，所以想在第一

天上課一邊確認學生五十音還記得多少，一邊決定課程內容。但是實際上，大部

分的學生五十音都還不錯，發生課程進度比意料之外快很多的情況。因此，從第

二天開始準備多一些的內容到課程裡。D 班的學生幹勁十足，上課時很認真，也

很投入於分組活動，使得課程能順利且愉快地進行。很多學生寫了「很開心」這

樣的感想我感到很高興。還有，因為與 GT 在事前的教案討論不足，抵達台灣後，

雖然重新討論課表之類的非常辛苦，但是最後關係還是變好了。能與學生們以及

GT 們一起參與課程真的很開心。謝謝你們。 

 

 

初日から授業内容を考えるのに苦戦しました。D クラスは 50 音ができるレベルの生徒

が対象のクラスということでしたが、ほとんどの生徒が、片仮名ができない、平仮名が忘

れていると聞いていたので、1 日目の授業では生徒がどこまで 50 音を覚えているのかを

確認しつつ、しっかり定着してもらえるように授業内容を考えていました。しかし、実際

は、ほとんどの生徒が 50 音をスラスラできるレベルで、思っていたより早く授業が進ん

でしまうということがありました。なので、2日目からは少し多めに授業の準備をするよ

うにしました。Dクラスの生徒は、やる気があり、授業もまじめに聞いてくれて、グルー

プワークなどもしっかり取り組んでくれたので、授業をしやすく楽しくできました。また

「楽しい」などの感想を書いてくれた生徒が多くいて嬉しかったです。 また、GT とは、

事前に教案の相談があまりできていなかったので、台湾に着いて、1から時間割を組み直

すなどと色々と大変なこともありましたが、最終的にすごく仲良くなれてよかったです。 

生徒のみんなと GT たちと一緒に授業をすることができて本当に楽しかったです。ありが

とうございました！ 
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大久保詩織 しいちゃん 

 

我參加這次甲南營學到很多，感覺自己有很大的成長。 

   這次的活動中第一個感到痛苦的就是事前準備不足。首先是在去台灣之前沒

有與ＧＴ好好討論教學計劃。因此在製作教案前我們必須先把教學計劃大幅度的

改過。我有好幾次都在後悔為什麼那時候不好好準備。但是，對我來說，我自身

的成長和在台灣與ＧＴ們交換意見和討論的時間有很大的關係。 

   一開始的課程總是不順利，感覺到要教給學生們什麼有一定的難度。雖然遇

到各種困難，但有開朗且熱心的學生們支撐著我，總算還是結束的五天的課程。

度過了辛苦的五天心中充滿成就感與充實感。這次甲南營的經驗對我來說是無可

取代的，成為一生也不會忘記的珍貴的回憶。 

 

 

 私は、今回この甲南キャンプに参加して、多くのことを学び自分自身大きく成長するこ

とができたと感じています。 

 今回の活動の中で一番初めに痛感したことは、準備不足ということでした。まず台湾に

行くまでの期間ＧＴとのやりとりがままならず、授業計画の話し合いがうまくできていま

せんでした。そのため、教案作りを始める前に私たちがしなければならなかったのは、授

業計画の大幅な見直しでした。私は、何度も、どうしてこれまでにもっとちゃんと考えて

準備しておかなかったんだろうととても後悔しました。しかし、台湾でＧＴたちと共に顔

を合わせ真剣にお互いの意見を出し合いながらの話し合いは、私にとって、自分の成長に

つながるとても大切な時間だったと感じます。 

 はじめての授業では、うまくいかないことばかりで、人に何かを教えるということの難

しさを実感しました。試行錯誤をしながらも、明るく温かい生徒たちに支えられてなんと

か５日間の授業を終えることができました。大変だった５日間も終えてしまえば達成感や

充実感でいっぱいでした。今回の甲南キャンプを通しての経験や出会いは、私にとってか

けがえのないものであり、今後一生忘れることのできない貴重で有意義なものになりまし

た。 
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                           李駿彥マットー 

 

    去年沒有參加到甲南營覺得很可惜，所以今年當上 GT。老實說身為組長從

六月開始一直非常擔心，因為聯絡不太到日方，第一次教案會議的教案是我寫的，

而日方並不熟悉。會議上老師給了很多意見，而且在與しいちゃん、まりなさん

見面後，教案的討論便順利的進行，在第二次會議上大致確定的最終教案。 

    但是在第一天出現了許多問題，D 班的學生比起去年好上許多，必須要小幅

修改教案。除此之外，也發現和日方沒有默契，需要更多的溝通。此後每天都想

出比昨天更有趣的點子，D 班 GT 超強！還有 D 班的學員們也非常配合，最後的

發表你們的脫稿演出，真是讓我邊笑邊頭痛。 

    作為 D 班的組長，每天都要做很多事情，真的很累。也謝謝 D 班的 GT，思

考教案和準備教材非常辛苦，從早到晚一起努力，拼命的討論教案，支持我這沒

用的組長真的是打從心底萬分感謝。 

 

去年甲南キャンプを参加しませんでした。残念なので、今年ＧＴになりました。リーダ

ーとして、六月からずっと心配していました。甲南の学生との連絡がうまく取れなくて、

第一目の教案会議の教案は私が書いたので、甲南の学生があまり知りませんでした。会議

でつばめ先生となかはた先生の意見に救われて、しいちゃん、まりなさんと会ってから、

教案の討論が順調に進んで行って、第二目の教案会議で大体最終教案をできました。 

しかし、第一日目のとき色々問題が出てきました。D クラスの生徒の程度は去年より、

よかったです。教案の部分は小幅直しなければなりません。その以外、甲南の学生と気が

合わなくて、もっと話し合いが必要なことを気がつきました。これから毎日毎日、昨日よ

り面白いアイデアを思い続けて、皆すごいと思います。そして、Ｄクラスの生徒たちもよ

く協力してくれました。最後の発表を見たとき、予想以外の演出は私に笑わせながら、頭

も痛い。 

Ｄクラスのリーダーとして、毎日たくさんなことをして、本当に疲れました。Ｄクラス

のＧＴ達に感謝して、教案の準備や教材の用意はとても大変でした。朝から夜まで一緒に

頑張って、一生懸命教案を討論して、駄目なリーダーをサポートしてくれて、心からあり

がとうございました。 
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陳詩姍 スーサン 

 

「要拍了哦，笑一個──好，拍好了」這些話在甲南營的五天大概說了幾百

次吧，說太多次了印象變超深(笑)。 

超級忙碌的一周終於結束了，雖然很累，但是也有了很好的回憶。每天從早

到晚幾乎都一直講日文，後來連跟台灣人講話也不知不覺會講出日文，真的超

糗。 

大家每天一起想教案、做教材、吃飯、開組長玩笑再一起笑的很開心。不知

不覺中大家的感情漸漸變好了，可是甲南營結束後卻馬上又要分開。他們離開那

天，一開始哭眼淚就完全停不下來了，超級不想跟他們說再見。 

這一個禮拜受了 D 班各位的照顧，真的非常感謝。謝謝まりな跟しいちゃ

ん一直都用可愛的笑容跟我們解釋聽不懂的日文，雖然我們這邊只教了一些奇奇

怪怪的中文，抱歉(笑)。 

我覺得第一次當甲南營的 GT 可以跟朋友一起真的很棒，能夠互相懂對方的

想法，然後一起討論一起成長，以後回想起來一定也會很開心吧。 

大家，謝謝，再見，一定要再見哦。 

 

「せーの、チーズ、はい、できたよ！」この言葉は何百回も言いました。すごく忙しか

った一週間が終わりました。疲れたけど、いっぱい思い出もできました。毎日日本語でず

っと話して、なんか台湾人に話す時もたまたま日本語を言ってしまいました。毎日みんな

一緒に教案を考えたり、教材を作ったり、ご飯を食べたり、リーダーをふざけたり、笑っ

たりしました。いつの間にか、だんだん仲良くなって、別れた時、本当にバイバイしたく

なくて、涙も止まらなくなりました。 

  Dクラスのみんな、一週間いろいろお世話になって、ありがとうございました。 

まりなとしいちゃんはいつもかわいい笑顔で私たちがわからない言葉を説明してくれ

て、ありがとう。でも、私たちは変な中国語を教えたばかり、ごめんなさい。 

  友達と一緒に甲南キャンプの GTになって、成長して、本気でよかったと思っています。 

皆さん、ありがとう、さよなら、まだ会おうね。 
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陳旻均 ゆい 

 

   這一個禮拜雖然一整個超級忙碌，但我覺得這真的是最棒的回憶了。 

   這一個禮拜，まりな跟しいちゃん每天都熬夜想教案、做教材，但我卻經常

忘記幫如此辛苦的妳們買早餐真的非常對不起。 

   雖然我的日文說得破破爛爛的，聽我們說日文的時候肯定是非常痛苦的，但

是まりな跟しいちゃん還是都會很有耐心的聽著，這件事我從心底感謝妳們 

   這十天時間一直用日文在對話，我的日文會話也越來越好了。最後甚至可以

不用經過腦中事前翻譯就幾乎可以把想說的話用日文說出來。這都是託まりな跟

しいちゃん的福。然而我們卻只教了妳們一堆奇怪的中文，抱歉。 

   但是まりな跟しいちゃん在說中文的時候真的好可愛沒有錄音，真的超級可

惜。 

   還想跟妳們在一起吃飯、一起做白玉糰子、一起說馬頭廢物、一起結婚詐欺、

一起開女子會……還有一堆事情想要跟妳們一起做如果有機會的話我一定會去

關西找你們能認識妳們真的太好了以後在哪裡再相見吧！ 

 

 

忙しかった一週間だが、すごく素晴らしい思い出だと思う。 

この一週間、まりなとしいちゃんは毎日徹夜して、教案を考えたり、教材を作ったりし

た。お疲れ様でした。 

一日目の授業前はちゃんとうまく進まないだが、バラバラな日本語だが、私たちの日本

語を聞くとききっととてもつらいのに、まりなとしいちゃんはちゃんと聞いてくれて、心

から感謝します。 

十日間ずっと、日本語で話して、私の日本語の会話もだんだん上手になって、最後はも

う考えずに言いたいことをほとんどちゃんと言い出すようになったのは、全部まりなとし

いちゃんのおかけだ。 
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王玟方 ファンファン 

 

  做了許許多多事的一個星期看似很長，但實際上覺得一轉眼就過了呢。其實

一年級的時候我是甲南營的學生，那個時候站在講台前面的ＧＴ們的樣子是閃閃

發光的，我覺得他們很厲害，有點羨慕他們，能說著一口流利的日文，並且使出

全力拼命的教大家，我想有一天也能成為像這樣的學姊，因此，我參加了這次的

甲南營，但是，自己親自做過之後，果然教案不是想像中這麼簡單的東西，而且

我常常無法用日文清楚的說出自己的點子，無法傳達想法的時候，心中十分的不

甘，如果自己的日文更好的話，就能夠好好理解對方說的話，自己的意見也可以

清楚地傳達，所以不太會為了語言的問題花時間在會議上，開會變得更加順利，

然而，只有日文的提升是不夠的，我發現了另外一個問題點，那個問題點就是溝

通很難，不更加努力不行，雖然有可惜的部分，但是得到了很多寶貴經驗，像是

得到身為老師的教學方法，團隊合作的協調性的重要等等知識，然後，每一次同

學上課時大聲地跟著念單字或是句子時，疲憊的身體就會注入滿滿的幹勁，和學

生們一起在課堂歡笑時、做料理的時候、唱歌的時候、最終發表的時候、最後拍

大合照的時候是我暑假重要的寶物們。最後想跟戰友們說一句話：「總是包容著

任性笨拙的我，真的非常的感謝。」 

 

いろいろなことをした一週間は長く見えるけど、実際にあっという間だと思ったね！実

は一年生の時、甲南キャンプの生徒であった。そのとき、教団に立っているＧＴたちの姿

はキラキラ光っていた。凄いなあと思い、ちょっと羨ましい感じがあった。上手く日本語

を使って、全力を出し、一生懸命に教えるたから。いつかそういう先輩になりたいと思っ

た。なので、今回の甲南キャンプに参加してた。でも、自らがやってみると、やっぱり教

案というものは想像的な簡単ではない。そして、よく日本語でアイデアがはっきり言えな

いし、考えが通じないとき、すごく悔しいと感じがした。もし、自分の日本語はもっと上

手なら、相手の話をちゃんと理解できて、自分の意見もはっきり伝えるようになれるので、

あまり言語のせいで時間がかかる会議はもっとスムーズに行けると思った。しかし、それ

だけまだ足りなかった。もう一つの問題点が気付いた。それはコミュニケーションが難し

いことであった。もっと頑張らなきゃいけない。惜しい部分があるけど、たくさんの経験

がもらえた。教える仕方とか、チームの協調性とか重要な知恵を得た。そして、毎回、学

生が大きな声で単語や文を繰り返してくれた時は疲れた体に満々やる気を注入してきた。

生徒たちと一緒に授業で笑ったり、調理実習したり、歌ったり、最終発表したり、最後に

全員写真を撮ったりするときは私の夏休みの大切な宝物であった。最後にクラスの仲間た

ちに一言を伝いたいと思う。いつもわがままで、不器用な私に包容してくれて本当にあり

がとう。 
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E クラス 

宮崎菫  すーちゃん 

 

    回到日本超過 10 天了，終於有種真的結束了的感覺。從前期的課程開始到

東海的實習結束，真的只有不安。二年級聽到這個實習的消息後，就覺得一定要

參加，但那種感覺是，熱切地要開始準備實習的興奮和緊張不安的心情互相交雜

的情緒。直到到達東海、跟 E 班的 GT 們會合後，那種不安感、比起一個人在日

本準備，才著實減緩了下來。E 班的大家對在台灣語言不通的我，積極地用日文

跟我聊天，也非常溫柔地對待我，真的很感謝 GT 們。因為有你們，我才能撐過、

跨越這 5 天的實習。 

    實習開始後，我深深地領悟到立足於杏壇的難度。雖然我原本有一些當舞蹈

老師的經驗，但是教語言這件事還真是不簡單。我講的日文，直接就是學生要學

的日文了。雖然我感覺得到，中畠老師在日本跟我們說的，教初級、零基礎的班

的那種樂趣，但是我還是力求自己，希望能帶著更多責任感來教授課程。站上講

台教書，怎麼做才能讓學生更容易理解、怎麼做才能讓想傳達的事情傳達出去? 

    這些事我雖然時常會意識到，但做的結果如何卻是不得而知。而甲南營的最

終日，我卻確確實實地感覺到，雖然我和學生們語言不通，但我想傳達的情緒真

的傳達出去了! 對我來說，在異國和台灣的大家一起完成這個實習，是一生無比

珍貴的寶物。 

 

  日本に帰国して 10 日が過ぎ、やっと終わったことを実感している。前期の授業から東

海大学の実習まで、本当に不安なことしかなかった。2回生のときに話を聞いてから、必

ずこの実習に参加したいと思っていたが、その気持ちとは裏腹にいざ実習に向けての準備

が始まると緊張や不安が入り交じった複雑な気持ちだった。しかし、東海大学に到着し E

クラスの GT のみんなと合流すると、1 人で用意していた日本にくらべて、不安が和らい

だ。言葉が通じないわたしに、精一杯日本語で話しかけてくれ、しかもとても優しく気を

使ってくれて、本当に GT のみんなには感謝の気持ちでいっぱいだ。みんながいたから、

わたしはこの 5日間の実習を乗り越えられたのだと思う。 

 実習が始まってからは教壇に立つ、という難しさを嫌というほど思い知った。元々特

技を活かして講師というものはすこし経験があったが、語学を教えるということはとても

難しいものだった。わたしが話す日本語は、そのまま生徒の日本語になる。この、日本で

中畠先生が言っていたゼロ初級ならではの楽しさももちろん感じていたが、その何倍も責

任を感じながら授業をするように心がけた。教壇に立つと、どうすれば分かりやすいのが、

どうすればやりたいことが伝わるのかを常に意識していたが、その結果かはわからないが、

最終日には生徒とも言葉は通じなくても気持ちは伝わっていることがしっかりと実感で

きた。異国の地で台湾のみんなと作り上げたこの実習は、私にとって一生かけがえのない

ものである。 
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                                                    黃于鈴  さわこ 

 

    這次能夠參加甲南營，真是太棒了！其實從我大一時，就非常想參加這個活

動當 GT，但由於對日文還是一知半解，所以也無法參加。二年級有這個機會，

當然馬上報名參加了。這十天裡，我們跟著すーちゃん一起討論教案，從早上 9

點開始到晚上 10 點結束，幾乎每天都是這樣一直重複循環，雖然身體感覺很疲

倦，但是心靈卻是很充實的。我想，整個營隊期間我講的日文，應該比在日文系

上課一學期裡講得還多吧!這次的活動也讓我意識到，應該多加強自己的日文能

力，當想表達的事情，無法流暢地用日文說出來時，那是多麼令人沮喪啊! 

    這次是我第一次當 GT，以不同於學生的角色、用教師的角度，開始設計教

材，真的讓我學習到很多東西。例如:如何讓無聊的課堂變有趣、如何把想傳達

的事情正確地傳達給學生等等。這些平常當學生時不會意識到的事，全都在換了

角色後，一一地注意到這些細節。因為參加了這個營隊，認識到許多東海不同系

所的學生和外校的高中生，大家一起互相交流、學習日文，我覺得非常開心。雖

然我之前沒有任何擔任 GT 角色的經驗，也沒有教過別人學習日文的經驗，但經

過這次營隊的實習，讓我有機會體驗到這一切，真是太棒了! 

 

 

  今回甲南キャンプに参加できて、よかったです。実は、一年生の時にこの活動にとても

参加したかったが、その時の私は日本語があまりできなかったから、参加できませんでし

た。二年生になって、この活動に参加するチャンスがあって、もちろんすぐ申し込みまし

た。この十日間ですーちゃんと一緒に教案のことを相談して、朝の 8 時から夜の 10 時ま

で、毎日ずっと繰り返して過ごしていました。体が疲れたが、心はたくさんの満足を感じ

ていました。甲南キャンプの間で私が話す日本語の量はたぶん日本語学科で勉強していた

一学期が話す量より多いかもしれませんと思います。今回の活動では日本語の勉強を頑張

れないといけないということを意識させました。伝えたいことを日本語で流暢に伝われな

い時に悲しいですね。 

 今回始めて GT を担当していて、学生の役と違い、教師の角度から教材を準備し始め

て、本当にたくさん勉強になりました。例えば、どうやってつまらない授業を面白い授業

に変えますか？どうやって伝えたいことを正しく学生たちに伝えますか？など。これら、

学生の役で勉強してる時に意識していないことは教師の役に変えた後、全部気が付いてし

まいました。このキャンプに参加しましたから、東海での違い学科の学生や他の学校の高

校生とたくさん知り合って、みんな一緒に交流したり、日本語を勉強したりしていて、嬉

しかったです。この活動に参加する前、GT という役を担当した経験がなかったし、他の

人に日本語を教えてあげる経験もなかったし、でも、これらは甲南キャンプの実習によっ

て、全部体験できて、本当によかったです。 
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朱柔珊 

 

成為 GT 是一個非常有意義的經驗，能學到許多教室裡不會教的東西，和日

本人成為朋友，聊聊台灣與日本的不同，是我參加這個活動獲得的最大收穫，甲

南營是我的第一個大學營隊，沒有當過學員就直接擔任工作人員，對我來說是一

大挑戰，過程非常的充實，也非常的辛苦。自從參加了甲南營之後我才開始思考

自己學習日文的方式與態度，一直以為自己的日文還不錯的我，在這個活動中遇

到了很大的瓶頸，我發現自己居然連日常生活的會話都有問題，想要說的話很多，

卻不知道該如何解釋因而放棄，使我感到挫敗，也開始思考該如何改進，期許自

己能流利地用日文與日本人溝通而努力。 

   當初參加甲南營的動機是為了學分和打發時間，早在參加之前就有耳聞會非

常的辛苦，但是還是選擇參加了，比想像還要再困難多了，整整十一天的活動中，

完全沒有一刻能鬆懈，從早忙到晚，像陀螺一樣地打轉。但是很有意思，我一點

都不後悔參加了甲南營，跟日本 GT 一起製作教材、發表、帶她到各地去觀光體

驗，第一次跟日本人一起出去玩，是一個很特別的經驗，和她一起共患難、共享

樂使我們的感情變得更好。 

  甲南營中最美的風景是人，除了 GT 之外，我們也在短短的一星期內和學生們

建立了友情，大家的配合度很高，看到大家在發表會上賣力的表演，真的很感動，

我會永遠記住那美好的一天。 

 

 

甲南キャンプに参加して、ＧＴになったのはとてもいい経験だと思います。いろいろな

ことを習いました。友達もいっぱいできで、よかったと思います。この活動によって、自

分の日本語の会話が下手なことを気付きました。夏休みにあまり日本語を使わなかったの

で、会話が難しくて、いいたいことはどうやって説明したらいいかわからなかった、会話

が止まったこともあり、もっともっとすらすら言えるようになりたいので、頑張ります。 

 この活動は大変疲れました。朝早く出掛けって、夜遅くまで家に帰って、また明日の教

材を作って、夜更かしをしました。大変疲れましたが面白かったです。ダンスやわらび餅

の作り方を習ったのも面白かったです。E クラスのＧＴと一緒に PPT や教材を作ったり、

レストランでご飯を食べたり、写真を撮ったりしたので、みんなが仲良くなりました。 

 生徒と一緒に日本語を練習したり、歌を歌ったり、踊ったりしたその一週間はとても楽

しかったです。いい思い出で絶対に忘れません。 
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許瀞方 

   

第一次參加甲南營就是以 GT 的身分，以往都是以學生的腳色在聽課，現在

像老師一般教導學生，是很特別的經驗和嘗試。而最辛苦的莫過於每天修改教案、

製作上課 PPT、海報了，雖然很累但很充實。一開始和す-ちゃん討論教案時都

蠻順利的，但在第一次開會的時候經由老師的指點才發覺教案的設計的缺失，我

們並沒有想到很多教學上會遇到的問題，內容及時間的安排也沒有評估好，雖然

設計教案不容易，但看到學員們對於課程設計的滿意度給予不錯的評價，感到非

常開心! 

    五天的日子雖然過得非常快,但卻無比充實,不僅一起做蕨餅,也一起學跳舞,

學生們的配合度也很高,彼此從不認識到互相練會話,上課的氣氛也越來越好。在

最後一天發表會時,看著大家發表的成果,從零基礎到會講自我介紹,覺得特別的

感動,印象最深刻的是當黑板打開大家跳舞的畫面,真的很驚喜,效果也恨棒! 

    最要感謝的是す-ちゃん了，在我們聽不懂的時候都會重複和我們解釋。從

這個活動中不只學生學到很多,我們也受益良多，永遠不會忘記 E 班的大家。 

 

初めてＧＴを担当して、甲南キャンプを参加しました。いつも学生の役で授業を受けま

す。今回は先生になって、学生に日本語を教えました。これはとても特別な経験と試みだ

と思います。大変なのは毎日教案を改訂することと授業のＰＰＴを作ることです。とても

疲れましたが、充実しました。最初、す-ちゃんと教案を討論したとき、順調にいってい

ると思いました。でも、初めてのミーティングで、先生が私たちに教案で変なところを指

摘してから問題に気がつきました。そして、内容と時間を手配するのも適切ではなくて、

たくさん授業のときに会う問題が思っていませんでした。教案を作るのはあまりやすくな

いですが、生徒たちの感想カードを見ると、すべては値打ちがありました。とてもうれし

かったです。 

五日間の時間がはやいですけど、皆とたくさんの活動を一緒に参加しました。わらび餅

を作ったし、踊ったし、生徒たちの協調性もいいです。皆は互いに知らない情況から一緒

に会話を練習しました。雰囲気もだんだんよくなりました。最後の発表会で、生徒たちは

日本語ができない程度から自己紹介が言えるようになりました。とても感動しました。そ

して、一番印象を残ったのは黒板を上げるサプライズで、効果がとてもいいです。 

最も感謝のはすーちゃんで、私たちが聞いてわからないとき、いつも繰り返して説明し

てもらいます。この間でたくさん勉強になったのは生徒たちだけではなく、私たちもいっ

ぱい学びました。絶対に Eクラスの皆を忘れません。 
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朱柔珈 

 

我剛開始決定要參加甲南營這個活動時，覺得這會是一件很有挑戰性的事情，

設計課程需要考慮的事情很多，自己又不是這方面的科系，所以一開始還蠻擔心

的，雖然是日方要負責教學生的工作，但因為是完全沒有日文底子的學生，所以

比較常是以我們台灣人的觀點來設計課程，需要教一些基礎的課程又不能太過於

乏味，所以教案常常都是每討論一次就會做大幅的更動，跟老師們發表教案時，

常能得到不少的啟發，但因為是全日文，大家都會繃緊神經，全神貫注地聆聽，

不過老師有時也會提出一些期望的課程，那就會開始一輪的修改，但效益都非常

的好，實際開始上課時，因為大部分學歷都是高中職以上的學生，大家的配合度

都非常的高，也都勇於開口上台示範，所以就算是日方的教導也沒有太大的障礙，

指不過在時間的分配和掌握上有點不足，整體來說看到學員上完一周課後的成果，

覺得還蠻不可思議的，原來我們真的可以做到這種程度，還有學員每天的回饋單

也都給我們很大的認同和鼓勵，支持我們堅持下去。 

跟日本 GT 的合作也很愉快，我們的日本人宮崎菫真的非常的可愛，也很負

責，當然我們也撥出時間帶她到台中四處玩，像導遊一樣推銷她一堆台灣的名產，

也向她學了兩隻日本流行舞蹈，參加甲南營雖然很累，但每天都過得很充實，雖

然全日文發表和檢討很難，但機會難得，也認識很多學姐，交到了日本人的朋友，

得到了很多寶貴的經驗，真的是一個很棒的活動。 

  

 この甲南キャンプを参加するのは仕事を挑戦をしてみたいことと思います。教案を編

集するとき、いろいろなことを考えなければならなくて、私は教育学科ではないから、最

初はとても心配しました。教案を編集するのは本当に困っていますが、Eクラスの皆さん

と一緒に頑張って、たくさんの時間をかかって、やっとうまくやりました。先生に何回も

教案を日本語で発表するのは本当に怖いげと、いろいろなことをならいました。生徒たち

は高校生と大学生ですから、皆のキャパシティがいいで、中国語が全然できない先生でも、

授業そんなに難しくない。そして、生徒たちの感想を見るのは私が毎日楽しみしているこ

とことです。達成感が湧き出ました。 

日本の菫さんは可愛くて、責任感がある人ですから、菫さんとの合作は楽しいです。私

たちは菫ちゃんと一緒に台中でいろいろなところへ遊びにいって、菫ちゃんに日本のダン

スを習った、おもしろかったです。甲南キャンプを参加するのはとても疲れましたが、友

達がいっぱいできて、いろいろな経験をもらって、素晴らし活動と思いました。 
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曾慶華 ニッキ 

 

    首先，謝謝去年的 GT 和工作人員們的用心，讓我有今年想再參加的衝勁!

感謝 E 班的大家，讓我加入這個有趣的團隊，雖然每個人參加的原因不同，但是

在討論教案的時候，謝謝大家都非常用心的製作，也都很配合，互相幫忙、分工

合作，努力做出最棒的教案，謝謝 E 班 GT 的大家!! 還要謝謝今年的所有工作人

員們，謝謝你們處理各種大小事務，讓活動能夠順利的進行，還有每天陪我們聊

天、給我們建議，辛苦囉!! 

    謝謝すーちゃん雖然遠在日本卻總是保持聯絡，在 FB 也非常認真的討論，

還用心的事先製作了精美教材跟 PPT，還有各種討論都超認真的準備，一定付出

很多時間吧 ，辛苦了!!每次都被すーちゃん的笑容溫暖，能遇到すーちゃん一

起當 GT，還一起去好多地方玩，留下了許多開心又美好的回憶，真的是最幸運

的事了!希望今後有機會再見面! 

    E 班的每個學員參與度跟配合度都超高!每天都很認真參與課程的每一個部

分!在最後一天發表會結束，準備要分開的時候，每個學員都笑笑地說還想再繼

續學日文、還想再來甲南營，真是太好了!!能夠遇到 E 班的大家真的很開心，希

望學員們這次甲南營能夠讓學員們想繼續學習日文，今後也能繼續保持對日文的

熱愛，繼續加油!! 

    帶上名牌的那一刻起，就迎接了一種全新的身份—GT，擔任 GT 才發現，能

夠把自己所學的事情告訴其他想學的人，看著他們開心的表情，就覺得心暖洋洋

的!!雖然開會和準備教案很辛苦，但是看到大家的笑容，認識了すーちゃん以及

甲南營的大家，一大群這麼好這麼可愛的朋友，得到了這麼棒的經驗，就覺得什

麼辛苦都值得了，有參加甲南營真是太好了！ 

実は、私はキャンプの GT を担当したことがないので、今回はとても緊張しました。で

も最後は Eクラスのみんなと会って、この面白いキャンプに参加して、とてもうれしかっ

たと思います。みんなはキャンプに参加原因が異なりますが、教案を討論した時も、道具

を準備した時も、みんなは心を込めて、一緒に協力して、お互いに手伝って最もすばらし

い教案を作りました。みんなといっしょに多くの場所に遊びに行って、たくさん楽しくて

すばらしい思い出がいっぱいを残して、本当に最も幸運な事になりました。すーちゃんは

いつ会っても笑顔で話しかけてくれて、わたしもいつもその笑顔に元気をもらっていまし

た。いつか日本でも会えることを楽しみにしています。Eクラスのみんなにお世話になり

ました。本当にありがとうございました 

この一週間は毎日遅くまで準備したが、この一週間で日本語の会話をするのは日本語を

勉強したから二年以来いちばん多かった経験と思います。日本の音楽とダンスによって日

本の文化に触れるのは効果がいいです。生徒たちが日本語に興味があり、日本語を続く勉

強したい気があるのがよかったと思います。生徒たちの笑顔と“これから日本語を勉強し

たい”という感想を見ると、疲れたくないと思います。甲南キャンプ最高！ 
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2015 年の甲南キャンプを終えて 

 

中畠孝幸 (甲南大学) 

 2002 年に始まったこの甲南キャンプは、今回で 13 回目を迎えました。東海大学と甲南

大学の学生が協力して行うこのプログラムは、台中では年々知名度を増し、近年は受講希

望者が 100 名を越えるまでになりました。もちろん東海大学の学生スタッフが広報や運営

の面で尽力してくれていることが、甲南キャンプを成立させる大きな鍵になっていること

は言うまでもありません。特に今年は、使っていた教室が期間中に 1 日停電になり、急に

別の棟に移らなければならない事態が生じましたが、その際も、学科の事務の方と運営ス

タッフが迅速に手配してくれたおかげで、穴をあけずに無事に 5 日間のプログラムを終え

ることができました。 

 今年の活動で一番印象に残っているのは、HT007 教室での最後の発表会です。黒板が設

置された壁が突然開き E クラスのメンバーが現れて踊り出したときには、観衆のどよめき

が起こりました。また、プロジェクターで映し出されたスマホの LINE の画面上のやりと

りは、時代が新しくなり日本語を取り巻く環境が変わっていることを感じさせました。 

ところで、夏のこのプログラムが始まる前、4 月から 7 月の間、甲南大学では毎週の授業

で、模擬授業等を通してクラスの準備をするとともに、毎回テーマを決めて台湾事情を学

習する機会を設けています。台湾事情とは、台湾の歴史や地理、文化など基本的なことで、

たとえは総統の名前とか、「二二八事件」といったことも含まれます。台湾で一週間台湾の

学生たちとかなり長い時間共同作業をするなかで、台湾について無知であるのは困ったこ

とですし、少しでも予備知識があれば、ちょっとした事態の中にも隠れた真実を見出すこ

とができます。予備知識は十分であったのだろうか、行く前に台湾について何をもっと知

っておくべきだろうか、といったことも今後甲南の学生みんなと考えていきたい点です。 

最近、嬉しいメールをもらいました。それは、2010 年と 2011 年の 2 回甲南キャンプに

参加した甲南大学の卒業生からのもので、結婚して子どもが生まれたので私の研究室に遊

びに来たいという連絡でした。メールには、今でも年に数回台湾の友人と会っていると書

かれていました。たぶん、これからその子どもが大きくなったら、お母さんには台湾の友

達がいて仲良くしているのが日常的に感じられるでしょう。そうすれば、その子にとって

台湾が身近なものになり、自分も台湾と自然に関係をもつようになるでしょう。そのよう

な事態こそが、このプログラムが始まったころ、私が頭に描いていた理想でした。理想は

案外早く実現することがあるものです。 

甲南キャンプで東海大学の学生と甲南大学の学生が交流するのは 1 週間という短い期間

ですが、それはかなり濃密な時間です。これをきっかけにして、長い年月にわたって交流

が続いてくれれば、このプログラムの目標の一つが達せられたことになります。 

 来年もまた東海大学のみなさんに会えることを楽しみにしています。 
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