
 



コミュニケーション 

黄淑燕 

また一年、甲南キャンプが終わりました。 

いつも思うのですが、人と人のコミュニケーションは難しい。同じ言葉を使

っていたら、分かった気になるが、実際、人によって受け取る意味が大きく違

う。それぞれ本人の中では同じであろう「頑張った。力を尽くした」でも全く

違う努力ぶりを意味する。そんな中私の口から伝えられた甲南キャンプはみん

なそれぞれにどう受け取られていたのだろう？コトバが足りなかったのだろ

うか？コトバを発話者から離れた後は誰のものになり、だれの責任になるのだ

ろうか？ 

教師 1人に対し、生徒数は 35名から 60名ぐらいというのが普段の授業形態

だが、甲南キャンプでは一クラス学習者が 25名前後に対し、実習に参加する

教師は 5、6人のグループになっている。しかも参加した生徒たちは学習意欲

が旺盛。給料安くていいからいつもの授業もこういう理想的な体制でできたら

なと思っていた。 

ところが、実際人が多ければいいものではないのだ。グループのコミュニケ

ーションや協力関係が大事で、特に複数のグループを自由結成する場合、グル

ープ結成の時から結果的にほかのメンバー誰とも親しくない一匹狼たちが同

じグループになる。本来コミュニケーション苦手な人たちだから当然コミュニ

ケーションはあまりなりただない。コミュニケーション欠乏の状態で、それぞ

れの生活のリズムがあり、発する言葉の意味合いは少しずつ落差がある。そこ

で、言葉が完全に違う人が飛び込み、土地も不案内だし、日々の食事から細か

なプリントまで、いろいろな意味で頼らなければならないのに、頼れるのか頼

れないのか不明の状態に直面する。始まってしまったら、どうにも調整が利か

ず、結果的に嫌な思いを全グループのメンバーに残させてしまった。事前に話

し合いをし、調整をしておけばよかったと責任を感じざるをえなかった。 

さて、今回 Aクラスは５７５でキャッチコピーを作り、台湾宣伝しようとい

うやや難しめの目標を設定し、ややぎこちないがやり遂げた。『みんなの日本

語』を 50課も終わっているからもっと目標を高くすればいいのにと毎年のよ

うに思っていたが、今年は生徒たちの力を伸ばせたのではと思う。まだ日本語

教育という学問が世に知られ始めていたころ、日本語学習者に俳句を教えると

いうのが流行っていて、成果報告映像にはいつも金髪の西洋人が有気的に俳句

を読み上げていた。そんな先入観を覆すようなものだった。 

そしてそれには勝るとも劣らない B クラスはディベート。レベル差の大きか

った生徒一人ずつの個性まで引き出せたプログラムだった。Eは鮮やかに自己

紹介、Dもまじめにこなせた。また Cの奮闘ぶりは印象的だった。 

本当におおく学んだ一年だった。皆さん、お疲れさまでした。 



 



參與人員名單 

編號 姓名 系所年級 學號 

1 黃淑燕 東海日文系教師  

2 賴茗誼 日文二 A 03150121 

3 張敦涵 日文二 B 03150235 

4 張愛郇 日文二 B 03150248 

5 張亦涵 日文二 A 03150110 

6 陳佳穎 日文二 B 03150257 

7 潘嬿庭 日文二 A 03150131 

8 吳詩婷 日文二 B 03150225 

9 吳佩璇 日文二 A 03150140 

10 蔡佳君 日文二 A 03150139 

11 謝坤霖 歷史三 1021347 

12 陳采羚 日文三 1021802 

13 陳偉豪 日文三 1021853 

14 張凱筑 日文三 1021846 

15 陳羲雲 日文二 A 03150123 

16 邱琦紋 日文二 A 03150141 

17 林妙慈 日文二 A 03150113 

18 吳芮穎 日文二 A 03150104 

19 莊為植 日文二 A 03150107 

20 張雅鈞 哲學三 1021926 

21 張瑜雯 日文二 A 03150119 

22 黃妍明 日文二 A 03150157 

23 楊永翔 日文二 A 03150124 

24 蔣盛豪 歷史四 1011349 

25 中畠孝幸 甲南大學教師  

26 平田歩美 甲南大學學生  

27 堤恵子 甲南大學學生  

28 前田拓哉 甲南大學學生  

29 奥山沙也香 甲南大學學生  

30 坂口あずさ 甲南大學學生  

31 柳田美輝 甲南大學學生  

32 井本歩侑 甲南大學學生  

33 小柴智菜美 甲南大學學生  

工作人員 陳幸渝、李駿彥、陳詩姍、陳旻均、曾詠純 

 



 



（ A ）クラスの授業計画表 

生徒数（１１人）  レベル：みんなの日本語４０課まで  〔目標〕台湾を紹介できるようになる 

 １時間目 ２時間目 ３時間目 

8 

月 

22 

日 

(月) 

自己紹介、名前を覚える 

・先生の自己紹介（5） 

・名前カードを作る（5） 

・音楽爆弾という遊びで順番に

自己紹介をする。(20) 

・最後の発表を説明する(5) 

・「日本のお祭り」ＰＰＴを使って

紹介する。3つのグループに分

ける(15) 

お祭りを紹介する 

・「日本の屋台」ＰＰＴを使って紹

介。ランキング付けする（20） 

・夜市について思い浮かべる食

べ物とゲームを描いてもらい、

生徒に台湾の夜市文化につい

て話し合って出た内容を発表し

てもらう（３0） 

キャッチコピー説明 

・「日本の屋台」の PPTを使って

キャッチコピーを説明する（10） 

・単語を当てるゲームをする（20） 

・余ったら、明日の授業内容を少

し説明する 

・写真を撮る 

8 

月 

23 

日 

(火) 

台湾の伝統文化 

・台湾の伝統文化を PPTの形

で発表（20） 

・調理実習への導入として卵料

理の紹介（10） 

・調理実習のレシピを配り、一

通りの流れを確認する（10） 

・料理を作るための準備をする 

調理実習 

・「だし巻きたまご」のやり方の

手本を見せるために作った後も

学生に作ってもらう(35) 

・食事、片づけ(15) 

日本の観光地を紹介する 

・「日本の観光地」ＰＰＴを使って

紹介する(20) 

・明日のゲームの説明 (5) 

・五七五説明(10) 

・グループで討論(15) 

・宿題「各地の五七五、別名を考

えてくる」 

8 

月 

24 

日 

(水) 

モノポリーゲームで台湾の観光

地を紹介する 

・ルールの紹介、手本を示す。

（１５） 

・モノポリーゲームをする。 

・先にゴールしたグループが勝

ち。勝ち方に景品をくれる。 

より魅力的に伝えるための表

現を学ぶ 

・紹介する時に使える表現を増

やす。 

・慣用句、オノマトペを教える 

（５０） 

 

灯篭作り 

・今までに学んだ表現や、表現方

法を使った文を灯篭に書く。（25） 

・３つのテーマをどのチームが担

当するか決める。(5) 

・宿題「ｗｏｒｄで最終発表で使う

（パンフレット）を作ってくる」 

8 

月 

25 

日 

(木) 

ゆるキャラ説明、キャラづくり 

・ゆるキャラ作り 

・ゆるキャラとは何かを紹介す

る。（15） 

・グループで話し合い（35) 

ゆるキャラ 完成 

・ゆるキャラの絵を完成させる。 

 →絵を提出（５０） 

 

発表の文章を考える、直す（50） 

8 

月 

26 

日 

(金) 

振り返り 

・word最終提出 

・ジャンケン列車で順番を決め

て、その順番で皆に感想を言

う。 

・写真を撮る。 

発表準備 

・最後の発表に向けてリハーサ

ルをする。 

 

合同発表-台湾の魅力を紹介 

・自分たちが作ったゆるキャラ、

五七五、キャッチコピー、慣用

句、オノマトペ…などを使ったパ

ンフレットを用い、台湾の魅力を

紹介する。 

  



８/２２（月） 

一時限目 

教師の自己紹介 GTたちが順番に自己紹介をします。 

老師的自我介紹 每位 GT輪流自我介紹。 

 

ゲーム「音楽爆弾」 

音楽を流すと、全員がぬいぐるみを隣に渡しま

す。音楽を止めた時、ぬいぐるみを持っている

人が自己紹介をします。そして、内容では自分

の名前、趣味、好きなものが必要です。 

遊戲「音樂爆彈」 

音樂開始播放後，大家會將玩偶傳給隔壁的人。

音樂停止時，請拿著玩偶的人進行自我介紹，且

至少須說出自己的名字、興趣、喜歡的東西。 

 

日本のお祭りを紹介する 
「日本のお祭り」を PPTで使って紹介します。

後で、三つのグループを分けます。 

介紹日本祭典 
利用簡報介紹日本的祭典。之後，將學生分成三

組。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 音楽爆弾 

 



二時限目 

日本のお祭りを紹介する 

一時限目を続き、「日本の屋台」について PPT

を使って紹介します。そして、生徒に紹介した

ものをランキング付けしてもらいます。 

介紹日本祭典 
接續上一個小時，利用簡報介紹日本的屋台，並

讓學生將介紹的事物進行排名。 

 

台湾の夜市文化 

各グループに紙を一枚配って、台湾の夜市につ

いて思い浮かべる食べ物とゲームを描いてもら

って、話し合って出た内容を発表してもらいま

す。 

台灣的夜市文化 

每組會分配到一張紙，請學生畫出有關台灣夜市

會想到的食物或遊戲。並將討論出來的內容進行

發表。 

 

 

▲ 夜市文化を話し合っています。 

 

▲ 夜市文化を発表します。 

 



三時限目 

キャチコピー説明 
「日本の屋台」の PPTを使ってキャッチコピ

ーを説明します。 

說明廣告標語（catch phrase） 使用日本屋台的簡報舉例，並說明廣告標語。 

 

単語を当てるゲーム 

各グループの二人がテーマのヒントを話し、

他の二人が PPTに背を向けてそのテーマを

当てってみます。テーマは台湾の伝統文化に

ついてです。一番少ない時間をかかるグルー

プが勝ちます。 

猜單字遊戲 

每組有兩個人負責說有關題目的提示，另外兩

個人背對螢幕猜題。題目是有關台灣的傳統節

慶。在相同的題數下花費最少時間的那組獲

勝。 

 

▲ キャッチコピーを説明します     

 

▲ 単語を当てるゲーム 

 

 



 反省点 

．ランキング付く時間は長すぎるので、後のゲームはちょっと急いだ 

．お祭りについての内容はもっと深い方がいい 

．日本のお祭りに花火のビデオを見せる時間が長すぎる 

．ゲームのルールはもっと詳しい方がいい 

 

 生徒のフィードバック 

．日本語の話はちょっと理解できないが、とても楽しかった 

．ゲームは面白い 

．お祭りの色々なことを勉強した 

．クラスの皆を知っているから、キャンプに参加する感じがない 

 

 
▲ フィードバック 



８/２４（火） 

一時限目      

発表 生徒は台湾の伝統文化をＰＰＴで日本人のＧＴに紹介、日本

人のＧＴにアドバイスをもらう 

發表 學生使用 PPT，向日本的 GT介紹台灣的傳統文化，從日本的 GT

獲取建議 

 

調理実習 

 

調理実習への導入として日本人のＧＴは日本の家庭料理の紹

介 

調理実習のレシピを配り、一通りの流れを確認する 

料理を作るための準備をする 

調理実習を始める 

烹飪實習 作為烹飪實習的導入，介紹日本家庭料理 

分發烹飪實習的食譜，確認流程 

為製作料理做準備 

開始烹飪實習 

 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



二時限目 

調理実習 「だし巻きたまご」のやり方の手本を見せるために作った後も

生徒に作ってもらう 

食事、片づけ 

烹飪實習 日本的 GT先示範一次，展示玉子燒的做法，然後學生自己動手做 

吃完了之後把桌子收拾乾淨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



三時限目 

日本の観光地の紹

介 

日本人のＧＴは「日本の観光地」についてＰＰＴを使って

紹介 

観光地の紹介の中に作った五七五を簡単な紹介 

生徒はクイズをして、賞品をもらう 

介紹日本的觀光地 日本的 GT使用 PPT介紹「日本的觀光地」 

在介紹觀光地的同時，簡單地介紹作好的五七五 

學生們通過小問答贏獎品 

 

五七五 五七五を作る目的と長所を説明 

五七五の規則とコツを紹介 

グループで討論 

五七五 說明製作五七五的目的以及優點 

介紹五七五的規則以及製作時的小竅門 

小組討論 

 

宿題 「台湾の観光地」にたいして五七五を 2つ考える 

台湾の観光地の別名を作る 

作業 思考兩個「台灣觀光地」的五七五 

思考台灣觀光地的別名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 反省点 

．発表の時間が多すぎるので、「日本料理の紹介」が簡略になった。生徒が聞

きたいみたいけど、やる時間がなかった 

．フライパンが 1つ壊れて、時間がギリギリになった 

．調理実習は一つ一つやるので、ある生徒が作る時、ほかの生徒が見るしかや

らない。時間もかかるんだ 

．五七五の説明がもっと詳しくになった方がいい 

 

 生徒のフィードバック 

．だし巻きたまごはおいしい 

．待った時間が長い 

．作った時はかつおぶしの匂いがする 

．初めて自分で料理を作って、楽しかった 

．発表のアドバイスがちょっと聞いてわからないところがあた 

．皆は日本語がすごく上手。クラスメートから学んだことがたくさんあた。 

 

 

 

 

  



８／２４（水） 

一時限目 

すごろくゲームの説明 ＰＰＴを使って、ルールの説明をする。そしてＧＴ

たちが実際に手本を示す 

大富翁遊戲說明 使用ＰＰＴ說明遊戲規則，並由ＧＴ實際示範玩法 

 

すごろくゲームを行う まず、各グループにサイコロを振ってもらう。そし

て、グループの一人が駒として、振った数字の通り

に、台湾の観光地を書いてある盤面に移動する。生

徒たちに駒が止まった観光地を紹介してもらう。先

にゴールしたグループが勝ち。勝ったグループは景

品がもらえる 

進行大富翁遊戲 首先請各組骰骰子，由組裡的一人作為棋子，依照骰

到的數字移動至寫有台灣觀光地的盤面，棋子停止後

再請學生介紹盤面上寫著的觀光地。第一個通過終點

的組別獲勝，可獲得小禮物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



二時限目 

オノマトペを紹介する ＧＴは魅力を伝える時に使えるオノマトペ（さくさ

く、わくわくなど）について紹介する 

介紹擬聲擬態 ＧＴ針對能夠傳達魅力的擬聲擬態（例如さくさく、

わくわく）進行說明 

 

慣用表現を紹介する ＧＴは魅力を伝える時に使える慣用表現（たまらな

い、心が躍るなど）について紹介する 

介紹慣用語 ＧＴ針對能夠傳達魅力的慣用語（例如たまらない、

心が躍る等）進行說明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



三時限目 

天灯作り 天灯用の紙を配って、今までに学んだ表現（オノマ

トペ、慣用表現、五七五）を天灯に書く。両面テー

プで組み立てる 

製作天燈 發下天燈用紙，將目前為止學到的用法（例如擬聲

擬、態慣用語、五七五）寫到天燈上，再用雙面膠組

合而成 

 

最終発表のテーマ担当

を決める 

三つのテーマ（夜市文化、伝統文化、観光地）のど

れをどのグループが担当するかを決める 

決定最終發表的題目分

配 

決定三個題目（夜市文化、傳統文化、觀光地）的負

責組別 

 

宿題の説明 最終発表で使うパンフレットを作ってきてもらう 

說明作業 請學生製作最終發表使用的宣傳小冊子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 反省点 

．観光地を紹介する時、他のグループの紹介内容を聞いていない生徒がいた 

．ゲームの待ち時間が長すぎた 

．オノマトペと慣用表現の授業内容がちょっと少なかったので時間が余った 

．天灯作りの時間が思ったより長かった 

．宿題が多すぎた 

 

 アドバイス 

．ルールを説明する時、生徒の注目を引く 

．具体的な質問で生徒が理解したかどうか確認する 

．もっと生徒の能力をイメージする（どこまでできるか、どこまでは難しい

か） 

．授業内容と最終発表の繋がりをしっかりする 

．授業内容をなるべく多様化する 

 

 

 

  



８/２５（木） 

一時限目 

ゆるキャラ紹介 今日は昨日各グループは選んだ最終発表のテーマごと

にゆるキャラを作る。生徒に参考にして、まず日本の

ゆるキャラを紹介し、ゆるキャラを作る理由（ゆるキ

ャラの姿、色、性格）を説明する。 

吉祥物介紹 今天要作昨天各組所選擇的，最終發表題目的吉祥物。

首先介紹一下日本的吉祥物，說明吉祥物的模樣、顏色、

性格，給學生們參考。 

 

ゆるキャラを作

り 

人ごとにかみを配る。最終発表に載せたいゆるキャラ

をグループで話し合い、ゆるキャラの姿と性格を考え、

さき配る紙にゆるキャラを描く。 

繪製吉祥物 每個人分配紙張。跟組員們討論最後想放在發表上的吉

祥物，思考吉祥物的模樣、性格，並把吉祥物畫在剛剛

分下去的紙張上。 

 

  



二時限目 

ゆるキャラの絵

を完成させる 

ゆるキャラを描き続く。完成した生徒がゆるキャラの

絵を提出し、ＧＴが生徒だちの絵をスキャンする。 

讓學生們完成吉

祥物 

繼續讓學生們思考繪製吉祥物，畫完的學生將畫交給

GT。 

 
 

  



三時限目 

最後の発表の文

章を考える、直

す 

手書きで作った見本を示す。絵がまだ完成してない人

は描き続き、完成した人は最後の発表の文章（五七五

とかキャッチコピーとか）を考える。わからないとこ

ろがあれば、近くを通ったＧＴに聞く。 

思考最後發表的

文章、修正 

將手作的最後發表形式的範本傳下去給學員們看，還沒

畫完的學生繼續畫，完成的人討論最後發表的文章(五

七五或標語)。如果有不懂的地方，可以問在旁邊的 GT。 

 

宿題の説明 今日作ったゆるキャラ、考えた五七五とかキャッチコ

ピーとか最後の発表の文章に入れ、完成したパンフレ

ットがＦＢにアップロードしてもらう。 

說明作業 將今天做的吉祥物以及想到的標語或五七五放到最終

發表的小冊子裡，完成後，上傳 FB。 

 

  



 反省点 

．今日の授業はゆるキャラを紹介したあと、生徒が何のゆるキャラを作るかま

だわからなくて、私だちの指令がはっきりとしないかもしれないからだ 

．絵が描き終わった生徒が、最終の発表のために作るパンフレットに載せるキ

ャッチコピーや五七五を考えると言ったが、どうすればいいのかまたわから

なかった 

 

 生徒のフィードバック 

．今日ゆるキャラを認識した。おもしろかった～どうもありがとう、お疲れ様

でした 

．歌仔劇のゆるキャラと五七五が難しいですが、面白かった。 

．ゆるキャラを作った楽しかった！あーみんとけいちゃんが一生懸命教案を作

ってくれて本当にありがとう～先輩逹もお疲れ様でした！！ 

．今日はいろいろなものを作った。前日は最後の発表が何をするかよくわから

ないですが、今日は十分に理解した。 

．あしたの発表、頑張りますー！お疲れ様でした～あーみんとけいちゃん  

＾―＾ 

 

 

 

  



８／２６（金） 

一時限目 

振り返り 
ジャンケン列車でこの五日間は甲南キャンプに対しての感想を言う

順番を決める。 

回顧 用猜拳決定這五天對甲南營有何感想的順序。 

 

発表準備 
昨日みんなが作ったワードファイルと発表内容をもう一度確認して、

直す。 

發表準備 確認並修改昨天大家做的 word檔和發表內容。 

 

 



二時限目 

発表準備 
一時限目の続き。もう確認を完了したグループのファイルをプリン

トする。 

發表準備 持續第一節課的動作並將確認完畢的檔案拿去印刷。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



三時限目 

発表会 発表会開始。 

發表會 發表會開始。 

 

 

 

 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 反省点 

．各グループが自分の発表内容を直す時間は思ったよりかかって発表の時間に

間に合わないところだった。 

．ワードで発表するのはちょっと見にくくてＰＰＴのほうがいい。 

‧発表時間が１０分だけで、生徒が作ったゆるキャラもちゃんと紹介できなか

った。 

 生徒のフィードバック 

．時間短いけど、豊かです。この数日は充実して楽しかったです。ＧＴたちも

どうもありがとう！お疲れ様でした！ 

．すごく感動しました！ 

．この五日間甲南キャンプで日本語を勉強するのは楽しいです。色々なお世話

になってどうもありがとう！ 

．最後の一日です。一生懸命に発表を準備しました。この五日間色々なことを

勉強しました！ 

．みんな本当にお疲れ様でした！ありがとう！また今度ね♥ 



 

甲南キャンプ 

B クラス 
 

 

 

 

 

 

 

 

 前田拓哉    まえたく 

 奥山沙也香   さやか 

 潘嬿庭      えんてい 

 蔡佳君     かくん 

 吳佩璇     はいせん 

 吳詩婷     うま 

 謝坤霖     トロ 

 

 

 



Bクラス 

一週授業計画表 

 １時間目 ２時間目 ３時間目 

 

8 

月 

22 

日 

(月) 

自己紹介 

・甲南学生が自己紹介 

・GTと生徒が自己紹介 

（音楽爆弾ゲーム） 

 

ゲーム 

・グループ対抗で日本クイズ 

形容詞 

・「嬉しい」と「楽しい」の違

い 

・他人の気持ちを表す様態の

「そう」の紹介・練習 

・グループ対抗で形容詞と「そ

う」を使うジェスチャーゲー

ム 

手紙を書く 

・例文紹介 

・文型練習 

・手紙のテーマをグループ内で

分担する 

 

写真撮影 

 

8 

月 

23 

日 

(火) 

手紙を書く 

・実際に書く 

生徒のレベルに吅わせて甲

南学生と GTが補助をする 

・手紙を交換して読む  

返事に使う文型を学ぶ 

・伝聞と様態の「そう」の違い

の紹介 

・返事に使う文型紹介・練習 

・手紙を紹介するための文型の

紹介・練習 

手紙を紹介する 

・手紙を紹介する文を作る 

生徒のレベルに吅わせて甲南

学生と GTが補助をする 

・クラスのみんなに手紙を紹介 

 

8 

月 

24 

日 

(水) 

ディベートをする 

・例題のテーマを使って甲南

学生と GTが実演 

・例題のテーマを使って文型

の紹介・練習 

ディベートをする 

・テーマの候補を紹介 

・それぞれのテーマに関連する

言葉の紹介・解説・練習 

・テーマを多数決で決定 

ディベートをする 

・賛成と反対に分かれて意見を

出す 

・甲南学生と GTも賛成と反対

に分かれて補助をする 

 

8 

月 

25 

日 

(木) 

ディベートをする 

・意見をディベートの文型に

当てはめて文章にする 

・賛成と反対それぞれディベ

ートの役割を決める 

ディベートをする 

 

・実際にディベートをする 

 （立論・反論・反駁） 

調理実習 

 

・みたらし団子を作る 

 

8 

月 

26 

日 

(金) 

発表準備 

・発表でのディベートの役割

分担を決める 

・セリフを決め、発音練習 

発表準備 

 

・リハーサル 

・演出する 

発表 

 

・会話劇のような楽しいディベ

ートをする 



Bクラス 

８月２２日（月曜日） 

一時間目 

 

 目標 内容 

日

本

語 

・自己紹介 

・ゲーム 

まず、授業が始また後、甲南大学のさやかさんと前たくさんは PPT

の範例で自己紹介しました。それから、生徒に PPTの範例を見せ

てなから、例に照らして自己紹介しました。面白くなるために、

音楽爆弾ゲームをしました。 

次に、さやかとまえたくは日本についてのクイズを準備しまし

た。みんなはグループ対抗でゲームをしました。 

中

国

語 

・自我介紹 

・遊戲 

首先上課開始後，甲南大學的さやかさん和まえたくさん先用 PPT

的範例自我介紹。接著讓學生邊看 PPT的範例逼依照範例進行自我

介紹。為了讓自我介紹變有趣味性，我們進行自我介紹的音樂遊戲 

接著，さやかさん和前たくさん準備了關於日文相關的謎題讓同學

猜。遊戲進行模式為分組對抗。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bクラス 

８月２２日（月曜日） 

二時間目 

 

 目標 内容 

日

本

語 

・「嬉しい」と「楽しい」の

違い 

・他人の気持ちを表す様態

の「そう」の紹介 

・形容詞と「そう」を使う

ジェスチャーゲーム 

生徒によく使う形容詞を紹介しました。そして、「嬉し

い」と「楽しい」の違いは多分区別にくいかもしれませ

んでした。そのため、もっと説明しました。その後、そ

う他人の気持ちを表す様態の「そう」の紹介し、練習し

ました。最後に、グループ対抗で形容詞と「そう」を使

うジェスチャーゲームをしました。 

中

国

語 

・「嬉しい」與「楽しい」的

不同 

・表達他人心情的「そう」 

・使用形容詞與「そう」的

手勢遊戲 

像學員介紹常用的形容詞。因為「嬉しい」と「楽しい」

之間的差異大部分的人都很難區分。所以我們有加以說明

差別。然後接著介紹「そう」的樣態與表達他人心情的用

法後，讓學員練習。最後，以分組的方式進行形容詞和「そ

う」的手勢遊戲。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bクラス 

８月２２日（月曜日） 

三時間目 

 

 

 目標 内容 

日

本

語 

・例文紹介 

・文型練習 

・手紙の宿題を

グループ内で

分担する 

私たちは手紙を書くという課程を準備しました。最初、手紙の手本を

生徒に紹介しました。そして、手紙を書く時、よく使う文型を練習し

ました。最後、さやかとまえたくは四つテーマを考えました。グレー

プ内で自分で分担し、帰る後、あらかじめ内容を考えました。 

中

国

語 

・例文介紹 

・文型練習 

・信的作業分配 

 

我們準備了寫信的課程。一開始向學員介紹信紙的範本，還有寫信時常

用的日文句型。最後さやかさん和まえたくさん想了四個題目給各組分

配。讓學員回家後，可以事先想一下內容。 

 

 

 

 



Bクラス 

８月２２日（月曜日） 

生徒たちの感想やアドバイス： 

1. 今はまだ日本人と話す機会が尐ないので、ちょっと残念だと思います。 

2. TAの皆は協力してくれて感謝します。 

3. 皆と一緒にゲームをやるのは楽しかったです。 

4. 玩遊戲時有些單字不懂，日文系同學會幫忙，很感激。因為是日文初學者，

所以有休日文還是不懂。 

5. 能夠說日文覺得很開心。 

6. 可以認識新朊友，可以一起用日文玩遊戲很開心。 

7. 從未知的一開始帶出自我介紹來破冰，也讓我們可以去適應這個班級。雖然

教的東西不難，但藉由遊戲互動來加深印象與團隊夥伴吅作很開心。 

8. 謝謝大家用心準備這個營隊。 

9. 覺得可以學到很多。日本語を上進になってために、頑張ってなきゃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bクラス 

8月 23日（火曜日） 

一時間目 

 

 目標 内容 

日

本

語 

・実際に書く生徒のレベ

ルに吅わせて甲南学

生と GTが補助をする 

・手紙を交換して読む  

 

授業の始まりは便箋を配って、便箋の上にある植物とそれらが

代表する季節を紹介します。そして、学生たちは昨日考えた手

紙の内容を書きます。もしわからないところがあったら、まえ

たくとさやかに聞きながら手紙を書きます。もし早く終わった

学生があったら、自分が手紙を書きたい人に手紙を書く。 

中

国

語 

・實際寫信 

甲南的學生和 GT 配吅

學生的程度來協助他

們寫信 

・和對方交換信並閱讀 

一開始上課的時候把信紙發下去，介紹信紙上的植物及其代表的

季節，之後讓學生把昨天想好的內容寫在紙上。如果有不懂的地

方，日方老師會幫忙修改訂正。如果有比較早寫完的學生在的話，

讓他寫另外一封給自己想要

寫信的人的信。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bクラス 

8月 23日（火曜日） 

二時間目 

 

 目標 内容 

日

本

語 

・伝聞と様態の「そう」

の違いの紹介 

・返事に使う文型紹

介・練習 

・手紙を紹介するため

の文型の紹介・練習 

 

みんなお互いに手紙を交換して、内容を読みます。わからな

いところがあったら、交換する相手に聞きます。伝聞と様態

の「そう」の違いを紹介します。そして、返信の内容とどう

やって手紙を交換する相手の気持ちを表す手本をＰＰＴで紹

介します。そのあとは三時間目の発表を準備します。 

中

国

語 

・傳聞和樣態「そう」

不同的介紹 

・介紹並練習回信所使

用的文型 

・介紹並練習如何介紹

他人信件的文型 

 

大家互相交換信然後讀裡面的內容。如果有不懂的地方可以問

對方想寫的內容是什麼。介紹傳聞跟樣態「そう」的不同。再

來用 PPT介紹回信的內容跟要怎麼表達別人信裡的心情。之後

就是準備第三個小時的發表。 

 

 

 



Bクラス 

 

8月 23日（火曜日） 

 

三時間目 

 目標 内容 

日

本

語 

・手紙を紹介する文を作る 

生徒のレベルに吅わせて

甲南学生とGTが補助をす

る 

・クラスのみんなに手紙を

紹介 

学生たちは自分が発表する内容を書いて起きて、みんなの前で

相手の手紙の内容を紹介します。手紙がわからないところがあ

れば、まえたくとさやかが説明してあげます。 

余った時間はもう一度違い相手に手紙を交換して読みます。 

中

国

語 

・寫介紹他人信件的文章 

 甲南的學生和 GT 配合  

學生的程度來協助他們 

・對班上的同學介紹對方

的信件內容 

 

 

學生們先把自己想發表的內容寫下來，然後在大家的面前發表對

方寫信的內容和感受。如果信裡面有不懂的地方，日方會幫忙解

釋和說明。還有剩下一些時間，就讓學生們互相在交換一次信，

不限於自己組別內的信。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bクラス 

8月 23日（火曜日） 

生徒たちの感想やアドバイス： 

1. 可以出作業或是告知明日可能會用到的單字範圍，可以先預習，但是不需要

太多 

2. 好玩，但是寫信很難。能夠寫日文信是一大突破 

3. 有些聽不懂的地方都有人會幫忙很感激。雖然有點吃力但是很開心。 

4. 可以學會怎麼寫信很開心 

5. 今天的課程可能是為以書寫為主是自己較弱的部分所以真的覺得是不錯的

課程。 

    老師感覺有點緊張，加油！ 

6. 今天學了日本書信的寫法，也和對方交流台灣的書信，覺得蠻有趣的！然無

法和老師  

     以流利的日文溝通，但以書寫成動作來輔助，覺得蠻不錯的！ 

7. さやかさんとまえたさんをいっぱい話して、とても楽しかったです。好き

なものを 

     話せるのはやっはり最高です。 

8. たくさん勉強しました。面白い内容でありがとう！ 

9. 恥ずかしいですね。発表するのは。 

 

  



Bクラス 

8月 24日（水曜日） 

一時間目 

 

 目標 内容 

日

本

語 

・甲南学生と GTがディ

ベートを実演 

・例題のテーマを使っ

て文型の紹介・練習 

まず、PPT でディベートをする時使える文型とディベートの

流れを生徒たちに説明して練習させた。授業をわかりやすく

するためにそれを繰り返して、最後に GTたちによって例のテ

ーマで実演した。 

中

国

語 

・教學群實際演練辯論 

・使用例題的題目來介

紹、練習文型 

 

首先用 PPT 介紹並讓學生練習辯論時可以用的文型與辯論的流

程。為了讓課程更容易了解而反覆說明與練習，在最後用例文

的題目由 GT們實際演練一次。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bクラス 

8月 24日（水曜日） 

二時間目 

 

 目標 内容 

日

本

語 

・テーマの候補を紹介 

・それぞれのテーマに

関連する言葉の紹

介・解説・練習 

・テーマを決定 

ＰＰＴで「ポケモン GO」と「小学校から英語を必修にすること」

を二つのディベートのテーマとして、それらと関する内容やディ

ベートの時に使える単語を説明した。それを終わった後で、生徒

たちによって一つのテーマを選んで翌日ディベートのテーマと

した。 

中

国

語 

・介紹候選的題目 

・介紹解說與練習各種

與題目相關的語詞 

・決定題目 

 

用 PPT 將「寶可夢 GO」與「從小學開始把英文變必修」作為兩個

辯論的題目，並向學生說明與之相關的內容或辯論時可能用得到的

單詞。結束之後，由學生選一個題目作為隔天辯論的題目。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bクラス 

8月 24日（水曜日） 

三時間目 

 

 目標 内容 

日

本

語 

・賛成側と反対側の

意見を出す 

・甲南学生と GTも分

かれて補助をする 

生徒たちを賛成側と反対側に分けて、自分の考えを話させた。

ＧＴたちも別々に両側に入って一緒に討論していて、翌日デ

ィベートの内容を作った。また思い出さないところが宿題と

して、授業が終わった後で生徒たち自分で討論し続いた。 

中

国

語 

・提出贊成與反對的

意見 

・教學群也分開來進

行輔助 

將學生們分成贊成與反對兩邊，讓他們說出自己的想法。GT們

也分別加入兩邊一起討論，做出明天辯論的內容。還沒有想出

來的部分則當作功課，在放學後讓學生繼續討論。 

 

 

 

 

 

 



Bクラス 

8月 24日（水曜日） 

生徒たちの感想やアドバイス： 

1. 工作人員認真好玩，演技逼真；日本老師認真。 

2. いろいろな日本語を習っています。 

3. 這次有介紹單詞更容易懂。 

4. ディベートって難しいっすねー 

5. 進步中。 

6. 第一次嘗試用日文思考較深入的問題，很有趣。 

7. 思考及辯論的對話很特別。 

8. 辯論很有趣。 

9. 日文系的學生很熱心的幫我們翻譯日本老師也熱心解釋，謝謝！ 

10. 楽しい時間を過ごしました。 

11. 謝謝幫我們翻譯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bクラス 

8月 25日（木曜日） 

一時間目 

 目標 内容 

日

本

語 

・意見をディベートの文型に

当てはめて文章にする 

・賛成と反対それぞれディベ

ートの役割を決める 

金曜日の発表のために、どうやって実際にディベー

トをする練習しました。まず、日本の方はディベー

トの文型を教えました。皆が選んだタイトルから賛

成派と反対派を分けました。学んだ文型を使って、

自分の考えることを書きました。後、日本の方はデ

ィベートの順番とプロセスを教えました。 

中

国

語 

・把意見做成適吅辯論的文型 

・決定贊成方與反對方的角色 

為了禮拜五的發表，我們要先練習如何實際辯論。 一

開始上課，日方先教大家辯論的句型，之後大家從選

好的議題分成贊成派和反對派，利用所學的句型寫出

自己的想法。日方再教授辯論的順序與流程。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bクラス 

8月 25日（木曜日） 

二時間目 

 

 

 目標 内容 

日

本

語 

・ディベートをする 

（立論・反論・反駁） 

さっきの課程にディベートの内容を準備しましたから。実際にディ

ベートを進行しましょう。賛成方と反対方が順番に自分の意見を述

べりました。GT達が誰が最後のウィナーを決めました。 

中

国

語 

・實際地辯論 

（立論・反論・反駁） 

 

前一節課已經準備好辯論的內容，所以開始進行實際的辯論。贊成方

與反對方輪流講述自己的意見，讓 GT們評論誰是最後的贏家。 

 

 

 



Bクラス 

8月 25日（木曜日） 

三時間目 

 

 目標 内容 

日

本

語 

・みたらし団子を作る 

この時間目はみたらし団子を作りました。日本の方は団子

の作り方を紹介しました。それから、生徒達は一緒に団子

を作りました。団子はとても成功して、生徒達も好きでし

た。たくさん作りましたが、全部食べ終わりました。 

中

国

語 

・作糰子 

這節課是糰子的實作。日方介紹了糰子的做法，學員們就開

始一起動手做糰子。糰子的製作非常成功，學員們也很喜愛，

即使做了很多，也一下子就全部吃完了。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bクラス 

8月 25日（木曜日） 

生徒たちの感想やアドバイス： 

1.ディベートの授業は思ったより短かった。でも、楽しかったです。団子の作

ることも楽しかったよ！ 

2.面白かったです。 

好玩，お腹ペコペコ！ 

4.美味しそうー 

5.ディベート、たくさん勉強した。団子を食べたい。 

6.団子！団子！団子！美味しい！ 

7.今天和班上的同學一起利用日文來做辯論，好難呀！後來嘗試做糰子，很有趣

～～～ 

8.第一次體驗用日語辯論，覺得頗困難的，也做了糰子，體驗日本飲食。 

9.辯論進行的比想像中短，是很特別的一次體驗。做糰子非常開心！ 

10.辯論很有趣，但也挺可怕的。做糰子很好玩，看起來很好吃。 

11.第一次辯論雖然很難，但很刺激，學到很多日語，很開心！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bクラス 

8月 26日（金曜日） 

一時間目 

 

 目標 内容 

日

本

語 

・役割を決める 

・セリフを決め 

・発音練習 

木曜日実際にディベートをした内容に基づいて、発表でのディ

ベートの内容を考え直す。それから、生徒たちが自分で話し吅

って、役割分担を決める。そして、セリフと発表の順番を決め

る。最後、生徒たちが日本の方とＧＴたちに発音練習を助けて

もらう。 

中

国

語 

・決定發表的角色 

・決定台詞 

・發音練習 

依據禮拜四實際辯論過的內容，重新思考做成發表用的會話稿。

然後由組員們協調決定每個人各自所要扮演的角色，接著決定台

詞、排發表辯論的順序。最後的時間為日方和 GT們協助學員們練

習發音。 

 

 

 

 



Bクラス 

 8月 26日（金曜日） 

二時間目 

 

 目標 内容 

日

本

語 

・リハーサル 

一時間目の発音練習を続けて、練習が終わった後、一回目のリハ

ーサルをする。そして、一回目のリハーサルに基づいて、ちょっ

とディベートを演出する方法が変えて、二回目のリハーサルをす

る。 

中

国

語 

・彩排 

銜接第一節課做發表的練習，發音練習完後，進行第一次彩排。然

後，再根據第一次的彩排，稍為改變辯論的表演方式，練習完後，

進行第二次彩排。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bクラス 

 8月 26日（金曜日） 

三時間目 

 

 目標 内容 

日

本

語 

・発表 

 

会話劇のような楽しいディベートをする。 

中

国

語 

・發表 

 

發表以話劇形式進行歡樂的辯論演出！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bクラス 

8月 26日（金曜日） 

生徒たちの感想やアドバイス： 

1. 謝謝大家用心舉辦活動，很開心能認識你們  

2. 今天是最後一天，看到每班的發表覺得蠻有趣的！覺得當初有參加這個活動

真是太好了！ 

3. 感謝工作人員以及まえたく和さやか的認真講解，營隊的一周過得非常開心，

謝謝大家。 

4. 上台辯論真的好可怕喔！真的是超特別的經驗，常常跟不上進度，但大家都

會幫忙，今後是該把日文學好了。 

5. 今天是最後一天，練習了最後發表的辯論。平時沒機會接觸日本人，藉由這

次的營隊體驗了不同的日文學習方式，也有機會用日語和日本人交流，在過

程中有不懂日文系學生和まえたく和さやか都很有耐心的解釋，也很好懂。

其中覺得辯論最難，但也最有考驗，覺得是一個很棒的課程。 

6. Sorry 太緊張了。感謝各位工作人員的認真和善。ありがとうございます。 

7. 非常感謝大家的教導，希望有機會再相見。教えてくれてありがとうござい

ます。またあいましょう！ 

8. 緊張するわー発表。 

9. 短すぎると思う。帰らないてください。今回、甲南キャンプに参加した。

よかったです。皆また会おう！ 

10. 皆さんの発表を見て、いろんな人がステージ上の姿がそれぞれだと思いま

す。私も緊張してました、ステージ上で。上手くできたのかな？今回のキ

ャンプは私にとって大切な思い出です！ 

11. いろんな日本語を勉強になりました。みんな優しいし、親切だし、いい思

い出を作りました。本当にありがとうございます。たくちゃんとさやかち

ゃんは台中に来たら、一緒に遊びましょう。 

 

 

 



Cクラス 

 

 

 

メンバー： 

あずさ 

クモリ 

あまくち 

カイ 

レイ 

 



授業計画表 

 
生徒人数：１０人 

〔目標〕日本人の友達が台湾へ来るときの観光案内のスケジュール 
      

 １時間目 ２時間目 ３時間目 

8 

月 

22 

日 

(月) 

    自己紹介 

 GT の自己紹介(5 分) 

 名札作り(10 分) 

 生徒の自己紹介(15 分) 

 名前あてゲーム(20 分) 

 

 お絵描きゲーム(30分) 

 単語紹介(お絵描きゲー

ムで出てきた単語) 

(10分) 

 日本の簡単なクイズ 

(首都や時差について) (10

分) 

食事に誘う 

 食事に誘う見本。(5分) 

 会話練習(5分) 

 二人組になって練習(1

0分) 

 発表(10分) 

 復習(10分) 

 11：50教会にいって写

真を撮る 

8 

月 

23 

日 

(火) 

調理実習の準備 

 作り方の説明をパワー

ポイントかプリントです

る 

 お好み焼きを作る時使

える単語と動詞も一緒

紹介する 

 グループ分け 

 

調理実習 

お好み焼き 

 グループを分けてお好み

焼きを作る 

 

調理実習 

 お好み焼きを食べて、

そのあと片付けます。 

 単語と動詞を復習す

る 

 

 

8 

月 

24 

日 

(水) 

道案内 

 GT の見本(5 分) 

 会話の練習(10 分) 

道案内に必要な単語の練習 

 ゲームの説明（5 分） 

 道案内ゲーム（25 分） 

 復習(5 分) 

 

台湾の食べ物の説明 

 台湾の食べ物の味と食感

の説明(20 分) 

 プリントを配って、線で

繋げてもらう 

（15 分） 

 二人組での練習(10 分) 

 復習(５分) 

 

ロールプレイ 

 ロールプレイの説明 

(10 分) 

 ロールプレイをする 

(40分) 

 



8 

月 

25 

日 

(木) 

日本の紹介 

 日本の観光地や名物を

パワーポイントで紹介

する。(50 分) 

日本地図を用意してどこに

何があるか教えます。 

EX. 大阪の大阪城、京都の

金閣寺など 

台湾の乗り物 

 新幹線とバスの紹介（15

分） 

 日本と台湾のバスの比較

（5 分） 

 簡単なクイズ（一日～三

日目の復習 

（20 分） 

 発表の内容の説明 

  （10 分） 

 

発表の練習 

 話し合って劇を考える

（20 分） 

 発表の練習、パワーポ

イントを作る(レスト

ラン等の画像を貼る

(30分) 

 

8 

月 

26 

日 

(金) 

  ５日間のまとめ 

 １～４日目に出てきた

単語や例文の復習 

   （30 分） 

 生徒たちが感想を発表

する（30 分） 

 

発表のリハーサル 

最終確認 

発表 

 

日本人の友達が台湾へ来る

ときの観光案内のスケジュ

ール 

 

  



8 月 22 日（月）１時間目：自己紹介 

 

  
 GT 自我介紹 

 做名牌 

寫上名字後,做作為自己的名牌 

 學生們自我介紹 

 GT の自己紹介 

 名札作り 

名前を付けた後、名札を作る 

 生徒の自己紹介 

 猜名字遊戲 

玩法:發給每人幾張樸克牌「1。2。 3!」

的時候同時翻開,卡片一樣的人以先

講出對方名字的人為勝。贏家可以把

對方的卡片拿走,最後拿到最多卡片

的人勝利。 

獎勵為糖果!! 

 名前あてゲーム 

やり方：裏向けでカードを配って「せー

の」の合図で一斉に表にする。同じカ

ードをもっている人で先に相手の名

前を言った人がカードを貰える。最後

に一番カードを持っている人の勝ち。

お菓子をプレゼントします！ 



8 月 22 日（月）2 時間目：お絵描きゲーム 
 把學生分成兩組(五人一組) 

玩法:每組每人各發一張紙(最後一個

人不用)把題目給第一個人看,以 30 秒

內把圖片畫出來後交給下一個人,下

一個人看着第一個人的圖片以 15 秒

內照著前面一個人所畫的畫， 

然後最後一個畫的人把圖片給最後一

個人看,讓他猜題目是甚麼 

P.S 題目使用與最後的發表有關 

 二つのグループに分ける。（5人ずつ） 

やり方：一人ずつ紙を配って（最後にされた人

に紙を配らない）、決められたテーマを一人目

に見させます。そして、その人に三十秒以内

でそれを紙に描かせてから次の人に渡させま

す。次の人に十五秒ぐらい与えて、一人目の

絵を見させて、一人目のように描かせてから

渡させます。最後、最後の人に最後の絵を見

させて、テーマが何だか推測させます。 

P.S最後の発表と繋がる単語を使う 

 複習遊戲裡出現過的單字  お絵描きゲームで出てきた単語の復習 

 關於日本簡單的測驗 

EX.日本的首都,時差等… 

(分數最多的學生會獲得糖果) 

 日本についての簡単なクイズ（20問） 

EX.日本の首都、時差…… 

（点数が一番高い生徒がお菓子をあげる） 

 

 

  



8 月 22 日（月）3 時間目：食事に誘う 

 

 給學生看約吃飯的範本 

A「23 號有空嗎」 

B「有啊」 

A「要不要去吃小籠包?」 

B「好哦,去吧」 

 食事に誘う見本を見せる。  

A「23日は空いていますか？」   

B「空いています」 

A「小籠包を食べに行きませんか？」 

B「いいですね。行きましょう」 

 兩個人一組練習之後,抽幾組出來

樣他們發表練習 

 把學過的東西在最後再復習一遍 

 二人組になって練習した後、何組か

に前に出てきてもらって発表してもらう 

 最後また学んだことを復習する。 

 

 

 

 

  



 

GT の感想 １時限目に名前当てゲームにトランプで行いますけど、持っているトラ

ンプをひっくり返して、同じカードをひっくり返した人は相手の名前を言えと

いうやり方です。でもトランプの順番をうまく準備しなかったので、たまり当

たらない場合があります。これはかなり大きいなミスでしたが、３時限目に

会話の練習でみんなすごく頑張って練習して、すごく盛り上がったと思い

ました。２時限目のお絵描きゲームで面白い事がありました。それは①組

のテーマは“新幹線”、②組は“バス”なのですが、一組のみなさんは“バ

ス”のように、②組のみなさんは“新幹線”のように書きまして、完全に逆

になってしまって、一番面白いところでした。 

 

GT的感想 在第一個小時裡,有一個遊戲是用撲克牌來進行的,把自己手上

的牌翻出來,如果對到同一張牌的話,就要叫出對方的名字。但是

因為我們沒有把撲克牌的順序事先準備好,所以出現了有些人沒

有對到的情況。這個是一個很大的失誤。但是在第三個小時裏的

會話練習中,因為大家都很認真的練習,令到氣氛變好了。而在第

二小時裡的畫畫遊戲裏有一個很好笑的事情。就是第 1 組的提目

是”高鐵”,而第 2 組是”公車”,但是兩組都畫了對方的提目,那

時候真的完全笑死了。 

 

 

 

 

 

  

生徒のフィード

バック 

お絵描きゲームは面白かったが、日本についてのゲームは

難しかった。 

學生的回饋 畫畫遊戲很好玩，但是有關日本的考試有點難。 



8 月 23 日（火）1 時間目：調理実習 
 讓轉班生自我介紹 

 復習在畫畫遊戲裏出現過的單字 

 新しく入って来た生徒の自己紹介さ

せる 

 お絵描きゲームの時に出てきた単語

の復習する 

 用 PPT 介紹材料跟料理的做法 

 

材料:看着實物說日語 

做法:看影片的動作說日語 

 PPT で材料と作り方について説明す

る 

材料：実物を見せて日本語を言う。 

作り方：動画がジェスチャー見せて日本語

を言う。 

 広島燒,文字燒,章魚燒的介紹(材

料等等的差別) 

 跟台灣的食物做比較(蚵仔蘇跟大

阪燒的差異) 

 広島焼き、もんじゃ焼き、たこ焼きの

紹介（材料等の違い） 

 台湾の食べ物との比較（蚵仔煎と

お好み焼きの違い） 

 

  



8 月 23 日（火）2～3 時間目：調理実習 
 分成兩組進行。完成後收恰東西  グループを二つに分けて作る。完成し

た後片付ける。 

 說明在日本要用餐時的禮儀 

我要開動了 

謝謝招待 

 說明筷子的禮儀(筷子與筷子互接

食物等等) 

 日本の食事の時のあいさつを教え

る。 

いただきます。 

ごちそさまでした。 

 お箸のマナーを教える（箸渡しなど） 

 樣每一個學生講做大阪燒的感想  一人ずつお好み焼きを作った感想を

言ってもらう 

 復習作法與相關的單字 

 填空練習 

 学んだ単語と作り方を復習する。 

 プリントの穴埋め 

 

 

 

 

  



GT の感想 二日目は料理の日でした。生徒たちにお好み焼きをつくらせたいと思

ったから、教案は主にお好み焼きと関する内容でした。 

私たちは「人に何かを教えている同時に、自分も勉強してきること」を

認めています。今回も同じでした。授業にはお好み焼き、広島焼き、も

んじゃ焼きを紹介たいので、インターネットでいろいろ調べました。実は、

前に私もこの三つの食べ物の区別が全然知りませんでした。でも授業の

おかげで、了解しました。私たちにとって、ＧＴというのは、他人に新しい知

識を教える同時に、自分の達成感も湧き出るものです。 

 最後のコーマでみんなが一緒に作ったお好み焼きの形は完璧ではなか

ったけど、ＧＴと生徒たちが努力し、協力して作ったんから、特においしく

て、楽しい思いになりました。 

GT的感想 第二天是做料理的日子。由於我們想要讓學生們自己動手做大

阪燒，所以這天的教案都是和大阪燒有關的內容。 

  對於「在教導別人的同時，自己也能夠學到東西」這件事，

我們都非常認同的，而今次也同樣地印證了這個想法。因為我們

想要向學生們介紹大阪燒、廣島燒，以及文字燒有什麼不同，所

以在網路上調查了許多事情。但是其實之前我也根本不知道這三

者的差別，托這堂課的福，現在都知道了。所以對我們而言，Ｇ

Ｔ就是在教導別人新知的同時，自己的成就感也會油然而生的一

種存在。 

  在最後一節課大家一起做的大阪燒雖然不是非常美觀，但因

為是ＧＴ們和學生們一起努力、一起分工合作的成果，所以我們

覺得特別好吃，也成為了愉快的回憶。 

  

生徒のフィードバッ

ク 

この授業はとても面白かった。お好み焼きは超美味しい。お好み焼

きとかの比較の授業は好き。 

學生的回饋 這堂課十分有趣，大阪燒超好吃的，喜歡比較日本大阪燒之類

的比較教學。 



8 月 24 日（水）1 時間目：道案内 
 讓學生看 GT 的示範，然後用 PPT

說明在指路的時候會用到的句子 

    (邊問學生邊練習會話) 

 GT の見本を見せる。そして、PPT を

使って道案内の例文を教える 

（生徒に質問をしたりしながら会話をする） 

 練習在指路時一定會出現的單字

跟動詞。 

例:車站,麥當勞,便利商店 

 道案内に必要な単語や動詞の練習 

例；駅、マクドナルド、コンビニ 

 指路遊戲 

(在地圖上付上號碼後，讓學生思考如

何指路) 

 再次復習單字跟例句 

 道案内ゲームをする。 

（地図に番号を付けて生徒に道を考えさ

せ） 

 例文と単語をもう一度復習する。 

 

 

  



8 月 24 日（水）2 時間目：台湾の食べ物の紹介 
 說明台灣的食物時,同時介紹味

覺、口感及外觀。 

 以「○○は××です。」的句子來

練習 

(問學生讓他們回答,一邊進行課程) 

EX, 珍珠奶茶是軟軟的 

 台湾の食べ物の説明しながら、味や

食感や見た目なども教える。 

 「○○は××です。」が言えるように

練習 

（生徒を指名して質問に答えさせながら進

める） 

Ex、タピオカはもちもちです。 

 兩個人一組,進行會話練習  二人組になって会話を練習する 

 在講義上連連看,對答案  プリントを配って線で繋げる、答え合わせ

る。 

 

  

  



8 月 24 日（水）3 時間目：ロールプレイ 
 復習約吃飯、指路及食物的說明

所用到的例句 

 食事に誘う練習、道案内、食べ物の

説明の例文を復習する 

 用 PPT 說明角色扮演 

 GT給範例 

 把學生分成兩組,一組當日本人， 

另一組當台灣人進行角色扮演。站在

前邊彩排 

 PPT でロールプレイの説明。 

 GT が見本を見せる。 

 二人組を作って日本人と台湾人役

になってロールプレイをする、そして前

でしてもらう。 

 作業說明 

到明天上課前,把自己想要推荐的食

物以及觀光地想好(每一個人各三個) 

 宿題の説明 

明日までに自分のおすすめの食べ物と観

光地を考えてくる（一人 3 つずつ） 

 

 

  



 

GT の感想 道案内は絶対友達と観光客が来るとき必要な能力だ。日本語で道

の方向とランドマックを紹介するのを勉強するのは本当に実用だ。これを

学ぶと道が迷った時全然心配しなくなった。また、台湾は食べることで有

名。だから、人に台湾のおいしい物を紹介できるも一つの利点だ。誰に

も台湾に行っても主に食べる。これらのことを勉強するのは役に立った。 

 

GT的感想 帶路真的是在觀光客或是朋友來時絕對需要的能力，學習了如

何用日文來介紹地點的方向與路標，真的非常的實用，這樣一來

不用擔心迷路時該怎麼辦。而台灣是以吃而聞名，所以能夠向他

人介紹台灣的美食也是一大優點，不管是誰來到台灣都是主要來

吃，學習這類的東西真的很有幫助。 

 

 

 

  

生徒のフィードバッ

ク 

 この授業の内容はとても実用で、いつでも使える。 

學生的回饋  這堂課教的東西非常的實用，隨時都可以用到。 



8 月 24 日（木）１時間目：日本の紹介 
 問學生知道多少關於日本的食物

以及觀光地,以及日本在那個地方

有哪一個觀光地 

 日本の食べ物と観光地について知っ

ていることを生徒に聞く。また、日本

のどこにその観光地があるかも聞く。 

 以 PPT 來介紹日本的觀光地以及

名產 

(使用一張日本的地圖,說明在那裡會

有甚麼) 

EX. 大阪有大阪城,京都有金閣寺等 

 日本の観光地や名物をパワーポイン

トで紹介する。 

日本地図を用意してどこに何があるか教

えます。 

EX. 大阪の大阪城、京都の金閣寺など 

 用日本地圖來做復習  日本地図を用意して、復習をする 

 

 

  



8 月 24 日（木）２時間目：乗り物の紹介 
 問學生在台灣有哪些交通工具 

 關於卡片(問公車卡在哪裡可以使

用) 

 搭公車的方法 

 與日本公車的比較 

 台湾の乗り物の種類を生徒に聞く 

 カードについてバスカードは何に使え

るのか聞く 

 バスの乗り方を聞く 

 日本のバスとの比較 

 從第 1天~第 3天所出現過的單字

以二選一的方式進行猜迷遊戲 

 1 日目～3 日目に出てきた単語を二

択のクイズにする 

 例句一人念一句的方式練習  例文を一人一文ずつ当てて言わせ

る 

 

 

 

 

  



8 月 24 日（木）３時間目：発表の準備 
 一個一個發表昨天出的作業  前日に出した宿題を一人ずつ発表

してもらう 

 把學生分成扮演日本人跟扮演台

灣人 

 一起討論大家想要甚麼樣的發表 

 依討論內容做 PPT 

 生徒を日本人役と台湾人役に分け

る 

 どのような発表にするか話し合いをさ

せる 

 PPT を作らせる 

 把討論的事做總結 

 明天的說明(如果發表的東西還沒

有準備好的話就當作作業) 

 討論したことをまとめ 

 明日の説明（発表の準備が終わらな

ければ宿題にする） 

  



 

 

 

 

 

 

GT の感想 木曜日は多くの内容があったと思います。台湾のものだけではなくて、

日本のものも紹介しました。Ｄクラスの目標は「台湾に来た日本人に案

内することができる」ですけど、生徒たちがきっと日本の物事に興味があっ

て、日本語を勉強したいと思っています。ですから、日本のものやバスの

乗り方などを紹介したのはちょっと台湾のことと無関係ですけど、生徒た

ちも喜びました。 

でもちょっと残念なのは、最後に発表について討論したことなんでし

た。なぜかというと、生徒たちの日本語は得意ではないから、みんながほ

とんど中国語で討論しました。しかし、「日本語で意見を提出してくださ

い」の場合、生徒たちが恥ずかしくてちゃんと自分の考えを日本語で提

出されないと思っています。それは私たちが考えなければならない問題で

した。生徒たちが勉強することはいっぱいあるけど、私たちも同じ学習し

なければならないところがいっぱいあることがわかりました。 

 

GT的感想  星期四上課的內容很多樣，除了台灣的東西之外，我們也介紹

了不少日本的東西。雖然ｃ班的目標是「能夠引導來台灣的日本

人」，但我們認為學生們一定都是對日本的事物感興趣，進而想

要學習日文，因此我們安排的課程中雖然有一些是介紹日本的東

西還有公車的搭乘方式等等跟台灣比較沒關聯的事情，不過學生

們也都很高興。 

  最後有點可惜的是討論發表內容的時候，由於學生們的日語

程度都還有許多進步空間，因此在討論的時候大家幾乎都是用中

文。但是我們認為如果請學生們「以日文提出意見」的話，他們

又會因為害羞並且無法用日文完整地表達自己的想法。所以這就

是一個身為ＧＴ不得不好好思考的問題，也讓我們了解到不只有

學生們需要學習，我們也還有很多需要學習的地方。 

生徒のフィード

バック 

 この授業は簡単ですが、勉強できることもあります。 

學生的回饋 
 這堂課有點簡單，但還是有學到東西。 



8 月 24 日（金）1～3 時間目：5 日間のまとめ 
 1～４天裡所出現過的單子跟例

句做複習 

 1～4 日目に出てきた単語と例文の

まとめ 

 讓學生說自己的課後感想  生徒に感想を言ってもらう 

 準備發表  発表の準備 

 發表彩排  発表のリハーサル 

 上台發表  発表をする 

 

 

 

 

 

  



 

GT の感想 最後の日に一番重要なのはみんなの発表でした。前には生徒たちに

「最終の発表があるよ」と言いましたが、彼らはやはり緊張になりました。

さらに、準備の時間が少し足りなかったので、内容を全部に覚えてきた

生徒もあまり多くないでした。しかし、クラスの生徒たちはちゃんと全員の

役割を分担して、自分の部分を順調に発表しました。本当に素晴らし

かったと思っています。 

Ｄクラスの雰囲気はほかのクラスと比べると、たぶんあんなに活発では

なくて、みんなが静かな人のようだからでした。しかし、真面目な態度は

誰にも負けなかったと思っています。生徒たちのおかげで、私たちはいろい

ろ勉強になって、今回のキャンプも成功裏にフィニッシュしました。 

GT的感想  最後一天的重頭戲當然就是發表了。雖然之前有跟學生們說過

「有最終發表喔」這件事，但他們果然還是會緊張，而且因為準

備時間稍微不足，所以不是全部的學生都有完整地把發表的內容

記起來。但是大家都有好好地分配角色，並且順利地發表完自己

的部分，身為ＧＴ的我們都覺得很棒。 

 由於大家可能都是比較安靜的人，所以 C 班氣氛與其他班級相

比或許並不是那麼的活躍，但我們認為學生們認真的態度是絕對

不輸給其他人的。這次托學生們的福，令我們收穫良多，也讓營

隊圓滿地落幕了！ 

 

 

 

生徒のフィードバッ

ク 

発表はとても緊張でしたが、おもしろかった。みんなお疲れさまでし

た。 

學生的回饋 發表雖然很緊張，但是很有趣。大家辛苦了。 



 

甲南キャンプ 

Ｄクラス 
2016 年 8 月 22 日～

26 日  

井本歩侑 

柳田美輝  

邱琦紋 

林妙慈 

莊為植 

吳芮穎 



 

D クラス 担当者：井本歩侑 柳田美輝 邱琦紋 林妙慈 莊為植 

吳芮穎 

 

〔目標〕 日本人と簡単な会話ができるようになる。 

   

 １時間目 ２時間目 ３時間目 

8 

月 

22 

日 

(月) 

● 自己紹介（教員） 

●ひらがな・カタカ

ナの練習 

●自己紹介の練習 

●ゲーム：音楽爆弾 

●あいさつ ●復習 

●あいさつのゲーム 

8 

月 

23 

日 

(火) 

●自己紹介の復習 

●好き・嫌いの文型 

●好き・嫌い復習 

●連想ゲーム 

●復習 

●説明： 

みたらし団子の作り方 

8 

月 

24 

日 

(水) 

●食事への誘い方 

  

 

●調理 

みたらし団子 

⇒ 

●実習 

●片付け 

8 

月 

25 

日 

(木) 

●数字の言い方 

●数字を使ったゲー

ム 

●生年月日 ●復習 

●発表について話し合

い 

8 

月 

26 

日 

(金) 

●発表準備 ●確認 ●発表 

 

    



月曜日一時間目 

 
学習項目：自己紹介、平仮名/片仮名の練習 

学習目標：自己紹介ができる 

日時：８月２２日（月）１時間目 

 

自己紹介と五十音の練習  

まず、教員が全員自己紹介をする。

それから、ひらがな・カタカナを練

習する。スライドを生徒に見せて、

練習する。最後は生徒たちの自己紹

介。自己紹介の基本的な文型を教え

て、生徒に自己紹介してもらう。 

課程最一開始是日本人及 GT們自我

介紹。 

先幫大家複習一下五十音，然後就開

始教學員簡單的自我介紹會話。然後

就讓學員們一個一個簡單自我介紹。 

音楽爆弾ゲーム  

音楽を流れて、ペットボトルを回し

ます。音楽が止めた時にペットボト

ルを持っていた人は自分のあだ名と

隣の人のあだ名を言う。 

音樂開始播放，就開始傳寶特瓶，音

樂停止時，寶特瓶在誰的手上，就要

說出自己和隔壁同學的名字的遊戲。 

 

 



月曜日二時間目 
 

学習項目：あいさつ 

学習目標：基本的な挨拶ができる 

日時：８月２２日（月）2時間目 

 

復習 

自己紹介の復習 第一節課的複習 

 

あいさつ 
基本的なあいさつを教える 

例えば、おはようございます/こんに

ちは/行ってきます/いってらっし

ゃい/ただいま/おかえりなさい 

教基本的問候語，事先做了 PPT，方便

大家理解教的各個問候語是什麼意

思。 

 

ペアになって練習する。 
ペアになってお互いを誘う練習す

る。 

分成兩個兩個一組，做問候語的練

習。 

 

 



月曜日三時間目 

 
学習項目： 

学習目標： 

日時：８月２２日（月）3時間目 

 

復習 

自己紹介とあいさつの復習 第一節課和第二節課的複習 

 

ゲーム  

一人が必ず１０人とあいさつなけれ

ばならない、一番速い人は勝ちとい

うゲーム。 

 

１１：５０教会へ写真を撮る   

重複幾遍的練習後，玩一個小遊戲，

每個人必須跟 10個人說おはようござ

います，最快完成的人就獲勝。 

 

 

 



火曜日一時間目 

 
学習項目：好き/嫌いと基本的な文型 

学習目標：好きと嫌いの言い方ができる 

日時：８月２３日（火））1時間目 

 

 

好き/嫌い 
絵を使って好きと嫌いの意味を確

認。いくつか単語(いぬ、ねこ、食べ

物など)を紹介してから文型（私は～

が好き/嫌いです。）最後に自己紹介

をもう 1 度してもらうとき、何が好

き/嫌いかを付け加えてもらう。 

用圖示的方式，來向學員說明喜歡和

討厭的意思，然後教學員一些普遍的

單字(舉例了一些動物、食物)，再教

一整個完整的句子要怎麼使用。最後

每個人重新自我介紹一次，並在自我

介紹中加入我喜歡什麼、討厭什麼。 



火曜日二時間目 

 
学習項目：好き/嫌いの文型 

学習目標：好き/嫌いの文型を使うことができる 

日時：８月２３日（火）2時間目 

 

連想ゲーム 

ルールの説明：まず 18人を三つのグ

ループに分ける。グループメンバー

に１～６の番号をつける。各グルー

プで同じ番号の人が集まってもら

う。番号１の人に前に立ってもら

う。教員が質問する。他の人が立っ

ている人の答えを当てる。みんなに

考えた答えを自分の紙に書いてもら

う。答えが同じだったら、チームが

ポイントゲット。 

 

遊戲的規則是，假設有 18人就分成三

組，各組又分成 1到 6號，將各組同

號碼的人聚集到一起。各組的一號先

站到台前，教員們問一個問題，(例

如:一號喜歡什麼?)其他人就要寫下自

己那組的 1號喜歡什麼，答案一樣就

得一分。 

 



 



火曜日三時間目 

 
学習項目：みたらし団子の作り方を説明する 

学習目標：みたらし団子の作り方が知る 

日時：８月２３日（火）3時間目 

 

復習 

一時間目と二時間目の復習 第一節課和第二節課的複習 

 

みたらし団子の作り方 

簡単な動詞（例：混ぜる）だけを教

えて、GTたちがその動詞に合わせ

て、わかりやすいように動作する。

たとえば「混ぜる」の場合だった

ら、空中で手で何かを混ぜる振りを

して、生徒たちに意味を分かるよう

に示す。 

只教授簡單的動詞，讓 GT們配合動詞

做出動作。舉例來說，「攪拌」的情

況的話，GT們便於空中做出假裝在攪

拌的動作，讓學員了解其動詞之意

義。 



水曜日一時間目 

 
学習項目：食事への誘い方 

学習目標：食事へ誘えるようになる 

日時：８月２４日（水）1時間目 

 

食事への誘い方を教える 
まず、食事への誘い方の文型を教え

る。例えば、水曜日は空いています

か。○○に行きませんか。 

星期三的第一節教大家如何邀約別

人，基本的文型列舉出來後，重複的

教授，並讓學員複誦。 

 

単語を教える 

日曜日～土曜日と今週、来週、先週

の言い方を教える。カレンダーのス

ライドを生徒に見せて、理解する。

単語を繰り返して教える。 

先把文型熟讀幾遍後，開始講解句子

中的單字，利用投影幕顯示出當月的

行事曆，讓學員便於理解單字的意

思。重複的複誦讓學員熟記。 

 

ペアワークをする 
お互いに誘う練習して、発表する。 分成兩個兩個練習，並隨機挑選幾組

上來練習給大家看。 

 



 

 



水曜日二三時間目 

 
学習項目：調理時間→みたらし団子 

学習目標：日本の食べ物の体験 

日時：8月 23日（水）2.3時間目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調理時間 
二つの組に分ける。まず、ある組は

タレを作って、もう一つの組は団子

を作るようにする。できたら、反対

にする。つまり、たれを作った組は

団子を作るのに移して、団子を作っ

た組はたれのところに移動するよう

にすることだ。 

首先，分成兩組，讓其中一組做醬

汁，另外一組做團子。做完後兩組對

調，也就是原本做醬汁的組換成做團

子。做團子的組換成做醬汁。 



木曜日一時間目 

 
学習項目：数字 

学習目標：一から百まで数える 

日時：8月 24日（木）1時間目 

 

数字を一から百まで教える 

まずは一から二十まで。次は二十、

三十、四十から九十まで教える。最

後は十の桁プラス一の桁（例：にじ

ゅう+はち＝にじゅうはち）のように

百まで教える。 

首先教 1到 20，教完後再繼續教 20，

30，40，一直到 90，最後以十位數加

上個位數的方式（舉例來說，20加上

8→28）教到數字 100 

 

数字は当ててはいけないゲーム 

一人が一から百までの中で、一つの

数字を選んで覚えときます。しか

し、その選んだ数字は、他の人に知

らせてはいけない。そして、他の人

が順番にその数字を当てないように

一から百まで一つの数字を選んで言

います。言った数字によって、数字

の範囲はだんだん小さくなって、当

てないようにするのはだんだん難し

くなります。数字が当たったら負け

ます。 

一個人先從 1到 100當中選個數字，

但這個數字不能告訴其他人。然後其

他人輪流從 1到 100到範圍中選一個

數字猜。根據這個數字，數字的範圍

會縮小，不小心猜中數字的話就輸

了。（簡單來說就是終極密碼） 

 

 

 



木曜日二時間目 

 
学習項目：月の言い方と生年月日 

学習目標：誕生日を言える。 

日時：8月 24日（木）2時間目 

 

月の言い方と祝日 

一月から十二月まで覚えるまでに繰

り返して教える。少しの祝日の日付

を教える。（例：中秋節、ひな祭

り） 

重複的教授 1月至 12月直到熟記。教

一些節日的日期，例如中秋、女兒

節。 

 

誕生日の言い方を教える 

出席を取るとき、生徒たちの誕生日

を聞いとく。二時間目のとき、日付

を教える。ただし、生徒たちの誕生

日の日付の言い方だけ教える。 

誕生日に関する文も教える。 

例えば：お誕生日はいつですか。 

點名的時候問學員的生日。第二節課

教授日期，但只僅限於學員的生日。 

也教一些關於生日的用句。 

例如：你的生日是幾號？ 

 

GTたちの誕生日を当てるゲーム 

GTたちの誕生日を当てる。一番近い

のはキャンディーゲット。 

猜 GT們的生日，猜的最近的人可以得

到糖果 

 



 



木曜日三時間目 

 
学習項目：復習と発表についてのこと 

学習目標：発表について了解する 

日時：8月 24日（木）3時間目 

 

復習 

一時間目と二時間目の復習 第一節課和第二節課的複習 

 

発表について 

発表について簡単に紹介する。自分

がこの一週間の勉強した日本語でパ

フォーマンス。 

簡單地講解一下發表的事，用自己在

這一週學到的日文來表演 

 

 
 

 

 

 

台本作り 

二つの組に分けて、好きな台本を作

る。中国語でもいい。GTが日本語に

翻訳してあげる 

分成兩組，做自己喜歡的劇本。用中

文也可以，GT會幫學員翻成日文。 



金曜日一二時間目 

 
学習項目：発表について 

学習目標：発表がスムーズに進めるように 

日時：8月 25日（金）1.2時間目 

 

台本の練習 

二つの組は GTたちが翻訳してあげた

日本語版の台本を見たりする。わか

らないところがあったら GTたちに聞

く。セリフをスムーズに話せるよう

にする。 

看看日文版的劇本並練習，有看不懂

的地方就問 GT們。努力把台詞念順。 

 

リハーサル 

二つの組は教室の前でリハーサルを

する。 

學員至教室前彩排。 

 

 

 



金曜日三時間目 

 
学習項目：発表 

学習目標：この一週間勉強した日本語を使える 

日時：8月 25日（金）3時間目 

 

 
 



甲南キャンプ 

Ｅクラス 

 

 

 



授業計画表 

日付 一時間目 二時間目 三時間目 

８月２２日 

月曜日 

１小柴さんとＧＴた

ちは自己紹介する 

２挨拶練習 

３生徒たちは中国語

で自己紹介する 

４生徒たちは日本語

で自己紹介する 

５生徒の名札を作る 

６日本語で自己紹介

を練習する 

１歌（GReeeeN あ

いうえおんがく）

を聴く 

２五十音を繰り返

し練習する。 

３金曜日の発表会

の説明 

4 歌う 

5 ひらがな（あ～

こ）と単語を教え

る 

１ひらがな（さ

～の）と単語を

教える 

２質問時間 

３今日の復習 

4 教会の前で写

真を撮る 

８月２３日 

火曜日 

１昨日の復習 

２単語ゲームする 

3 ひらがな（は～

ん）と単語を教える 

１簡単な文を教え

る(…は…です) 

２「単語」と「写

真」を組み合わせ

るゲームを取り入

れる 

１今日の復習 

２ゲームで単語

と文を練習する 

８月２４日 

水曜日 

１料理の説明と準備 

２ご飯についての単

語を教える 

3 数字を教える 

料理パーティー 

わらび餅 

（放置時間はゲー

ムする：①音楽爆

弾②ゆびゲーム） 

料理パーティー 

わらび餅 



８月２５日 

木曜日 

１復習 

２数字 

3 二つ数字ゲーム 

1 文型練習 

①おいくつです

か？/何才ですか？

…は…Ｏ才です 

②どこからきまし

たか。…からきま

した 

2 好きなものにつ

いての単語を教え

る 

3 文型練習 

何が好きですか。

…がすきです 

１今日の復習 

２自己紹介を練

習する 

８月２６日 

金曜日 

1 発表会のうた練習 

2 発表会の会話を練

習する 

練習時間 

(リハーサルする) 

生徒たちは会話で

自己紹介して、歌

う 

成果発表会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



月曜日一時間目 

 

小柴さんは自己紹介する。そして、ＧＴたちは自己紹介する。 

小柴老師自我介紹，接著是ＧＴ們自我介紹。 

挨拶練習： 

「おはようございます、こんにちは、こんばんは」を練習する。 

招呼語練習。練習「早安、午安、晚安」 

生徒たちは中国語で自己紹介する 

①本名②ニックネーム③趣味④出身や学校⑤甲南キャンプに来た理由や希望 

學生們用中文自我介紹：本名、興趣、出身或學校、來到甲南營的理由或希望達成什

麼。 

生徒の名札を作る 

生徒たちのニックネームを教える。生徒たちは自分で名札を作る。 

製作學生的名牌：告訴學生日文的綽號，讓他們自己做名牌。 

生徒たちは日本語で自己紹介する 

（日本語のニックネームで） 

「皆さん、初めまして、私はＯＯです。よろしくお願いします。」 

學生們使用日語自我介紹：「大家好，初次見面，我是ＸＸＸ，請多指教。」 



月曜日二時間目 

内容 

歌（GReeeeN あいうえおんがく） 

まず、５０音表（書き順）の資料を渡す。そして、歌を聴く。次、５０音を読む。

生徒たちは５０音を繰り返し練習する。そして、一緒に歌う。發送五十音表的資

料，播放五十音之歌。先讓他們聽過，之後帶他們複誦練習。最後試著一起唱。 

ひらがな（あ～こ）と単語を教える 單字教學 

[あなた, いえ, うた,絵,お名前,彼、彼女,今日,くるま,携帯,学校、ここ、これ、

この人…] 

 

 

 

 

 

 

 

 



月曜日三時間目 

内容 

ひらがな（さ～の）と単語を教える 

[さくら,すし,すいか,先生,そこ,台湾,父,暑い,手,時計,夏,日本語,犬,猫…] 

復習 

ひらがなカードで練習する。皆はひらがなカードを見て、読む。そして、写真を見

て、単語を読む。今日複習：使用字卡、單字圖片練習。讓學生看過後，讀一次。 

 

学校の教会の前で写真を撮る 

教堂拍照 

 



火曜日一時間目 

内容 

昨日の復習 

ゲームで単語を復習する。 

玩遊戲複習單字 

ひらがな（は～ん）と単語を教える 

 [ご飯,昼,服,部屋,本,漫画,道,雨,もの,山,授業…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



火曜日二時間目 

内容 

簡単な文を教える(…は…です) 

教簡單的句子。 

「単語」と「写真」を組み合わせるゲームを取り入れる 

玩遊戲複習單字（ゲームで単語を復習する）：分成三組競賽，將字卡和圖

片混雜，讓他們去拼湊（各組的字卡不一樣）。 

 

 

 

 

 

 



火曜日三時間目 

ゲームで単語と文を練習する 

用遊戲練習單字與句子 

 

 

 



水曜日一時間目 

料理の説明と準備 

作りながら、説明する 

料理的說明和準備：一邊實作、一邊說明 

ご飯についての単語を教える 

教關於吃飯的單字 

数字を教える 

教數字 

 



水曜日二時間目 

料理パーティー 

わらび餅 蕨餅 

（放置時間はゲームする：①音楽爆弾②ゆびゲーム） 

放置時間：玩遊戲－音樂炸彈、抓手指。 

①音楽爆弾―音楽を流しながら、人形をまわす。音楽が止まった時、人形を

持っている人は罰ゲームする。音樂炸彈：播放音樂，將娃娃傳下去，音樂停

止的瞬間，手持娃娃者，懲罰遊戲。 

②ゆびゲーム：生徒たちは円になって、両手を伸ばす。そして、「つかむ」

と言う。右手は隣の人の手をつかむ。自分の左手は逃げる。つかまれた人が

罰ゲームする。抓手指：圍成一圈，每個人抓住旁邊人的手，ＧＴ們聊天，只

要說「抓」就抓旁人手指，被抓到者，懲罰遊戲。 

 

 



水曜日三時間目 

料理パーティー わらび餅 蕨餅 



木曜日一時間目 

数字ゲーム：記憶ゲームと数字カードを奪う 

數字遊戲：記憶遊戲與搶數字卡 

 

 

 



木曜日二時間目 

文型練習 

①おいくつですか？/何才ですか？…は…Ｏ才です 

②どこからきましたか。…からきました 

好きなものについての単語を教える 

文型練習 

何が好きですか。…がすきです 

教句型及喜歡的東西的單字 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



木曜日三時間目 

自己紹介を練習する 

練習自我介紹 

 

 

 



金曜日一時間目 

1 発表会のうた練習 

練習發表會的歌 

2 発表会の会話を練習する 

練習發表會的會話 

金曜日二時間目 

練習時間 

(リハーサルする 彩排)  

木曜日三時間目 

発表会 

 

 

 

 

 

 



脚本 

あにい A:こんにちは。 

いれい B:こんにちは。 

あにい A:はじめして、私はあにいです。よろしくお願いします。 

いれい B: あにいさん、こんにちは。私はいれいです。よろしくお願いしま

す。 

あにい A: ねいねいさん、こんにちは。 

ねいねい C: あにいさん、いれいさん、こんにちは。こちらはかえでさんで

す。 

かえで D:はじめまして、私はかえでです。よろしくお願いします。 

あにい、いれい A.B: かえでさん、よろしくお願いします。 

いれい B: かえでさん、出身はどこですか？ 

かえで D:台中出身です。いれいさんは？ 

いれい B:私も台中出身です。 

あにい、いれい、ねいねい、かえで A.B.C.D:こんにちは！ 

全員 E.F.G.H.I.J:こんにちは！ 

かんいん E:けんめいさんは学生ですか？ 

けんめい F:いいえ、学生じゃありません。 

たこ G:え？けんめいさんは何才ですか？ 

けんめい F:23才ですよ。 

｛イヤホンをつけるはくしゅんさんはたこさんとけいめいさんの間を通り過

ぎる。戴著耳機從Ｇ．Ｆ中間走過去。｝ 

たこ G:えっと、はくしゅんさんはうたが好きですか？ 

はくしゅん H:はい、私はうたが好きです。 

はいてい I:私もうたが好きです。 

こくぎょ J:あいうえおかきくけこ……せいのー 

全員:あいうえおかきくけこ…… 

 

 

 

 



Ａクラス 

平田歩美(あーみん) 

    對我而言甲南營真的是一個非常辛苦的經驗。正式上課的五天就不用說了，在來台前的

準備開始大家就已經開始一個一個準備過來了。連還在日本時用 Skype 開的會議每次都是兩

小時以上，長的甚至超過四個小時。但就算如此認真討論了還是無法好好將大家的意見統整

起來，實際上和大家見面後每晚都討論到三更半夜。而開始上課之後也是每天討論到深夜，

晚的甚至連討論到半夜三點的時候也有。 

    雖然是真的很辛苦，但能克服這些困難走過來的都是多虧了學生和 GT 們。開始上課前

的兩天聽說了 A 班的學生程度都很高，便在課程內容加進了五七五，想更加提升上課內容

的程度。就在那時候，從 GT 那聽說了五七五可能會有些難度，便將課程從當初預定讓學生

做超過三個的，改為做一個以上的五七五即可的功課。但最後做出來的小冊子真的非常棒，

說真的被 A 班學生們的高水準發揮救了的地方真的太多了。 

    還有，每天能努力做教案、上課正是多虧了 GT 們。能將學習日文的人的感覺也採納進

課程中真的是幫了大忙了。多虧這樣，我們也能安心的上課。而比起這些，更重要的是，A

班的 GT 真的都很開朗又充滿元氣。大家的開朗度真的非常可靠，也讓我們也能安心地埋頭

於製作教案中了。 

    雖然是非常辛苦一週，但也是和學生、GT 相遇十分重要的一週。這一週被許多人支撐

著，總歸是完成了這次活動，這樣貴重的經驗從今以後也會一直存在於我的心中。 

 

 私にとって甲南キャンプは本当に大変なものでした。実際に授業を行った五日間はもちろ

ん、行く前の準備から初めてのことばかりで、皆で探り探り準備を進めていきました。日本で

の Skype による話し合いは毎回二時間以上、長いときは四時間を超えたこともありまし た。

それでも話をうまくまとめられず、実際に会ってからも毎晩遅くまで話し合いました。授業が

始まってからも毎日遅くまで教案について相談し、ひどいときは三時頃まで話し合うこともあ

りました。 

本当に辛くて大変でしたが、乗り越えられたのは生徒と GT たちのおかげだと思います。授

業の始まる二日前に A クラスの生徒のレベルがとても高いと聞き、授業内容に五七五を取り

入れ、授業内容のレベルを上げようとしました。そのときに GT から五七五は少し難しいかも

しれないと聞き、当初は三つ作ってきてもらおうと思っていた五七五を一つ以上作ってくるこ

とを課題としました。ですが、生徒たちは私たちが当初予定していた三つを超える数の五七五

を考えてきてくれました。最後につくったパンフレットも生徒たちの出来が本当に素晴らしく、

A クラスの生徒たちの能力の高さに救われたところが正直大きかったです。 

また、毎日頑張ることができたのは GT たちのおかげだと思います。日本語学習者ならでは

の感覚を授業に取り入れることができたのは本当にありがたかったですし、安心して授業をす

ることができました。そしてなにより、A クラスの GT は本当に明るくて元気いっぱいでした。

その明るさが本当に頼もしくて、安心して教案作成に没頭することができました。 

 本当に大変な約一週間でしたが、生徒や GT、本当にたくさんの出会いに恵まれた一週間だ

ったと思います。たくさんの人に支えられ、なんとかやり遂げられたこの貴重な経験が今後私

のなかでずっと生き続けていくと思います。  



參加甲南營這件事情對我來說是一個「挑戰」。第一次一個人出國，在語言不同的地方

與新遇到的人一起生活，我滿溢著不安與期待的心情向前邁進了一步。   

我們 A 班，竭盡了所有大家有空閒的時間苦思冥想關於授課的內容。來台灣之前，我

們使用 skype 等通訊軟體討論，在台灣就算十二點過去了大家也還在一起，將教案討論地更

深入仔細。而且，我們用「學生」為對象思考，「加入多一點像這樣的內容希望學生會有興

趣」等，每一個日子過去漸漸地做出了具體的授課內容。每天早上為止做授課的準備、思慮

更好的授課內容，做這些雖然已經超越我們體力的極限，但我想正是因為有「夥伴」在的緣

故，努力得下去，做得出一個人做不出來的最好的授課內容。 

A 班的 GT 大家活潑開朗、是可以互相說「很好，再努力一點，加油!」的存在。大家感

情很好，笑容不曾消失過。正是因為這樣大家互相鼓勵、加油著，相信在最後哭泣的同時會

一起開心的笑著。 

還有一個做為努力得下去最大的一個理由，就是，學生的存在。在面對學生時，更加強

了「想要享受體會更多」「希望得到甚麼然後在這一週結束」的這種想法。睡眠不足的疲勞

也消散了，變成「今天也要用笑容站在教室裡教導學生」的心情。A 班的學生非常優秀，遠

遠的超越我們的想像，回應了我們的想法。也有好多次學生幫了我們，感謝 A 班的學生。 

多個教師指導一個班級這件事情，成為教師之後機會並不多。可以得到像這樣寶貴的經

驗，向老師們、甲南營的所有人員致上最大的感謝。謝謝大家。 

甲南キャンプに参加することは私にとって“挑戦”でした。1 人で海外渡航をし、言語の

分からない地で新しく出会った人々と生活をするといったことは初めてで、不安と期待を

胸に溢れるほど抱えて踏み出しました。 

私たち A 班は、授業内容について時間の許す限り突き詰めました。台湾に来る前から

skype などを使い話し合っていましたが、台湾では日付が変わっても一緒にいたので、深

いところまで直接話し合うことができました。また、“生徒”という相手ができ、「もっと

こういう内容を入れて興味を持ってもらいたい」などと日を追うごとに具体的な授業を作

れるようになっていきました。毎日朝まで授業の準備をしたりより良いアイデアを練った

りと体力的に限界を超えていたのですが、“仲間”がいたからこそ頑張れたし、1 人では作

れない最高の授業にすることができたのだと思います。 

A 班の先生みんなは明るく、「よし、もうちょっと。頑張ろう」と言い合える存在でし

た。みんな仲が良く、笑顔が絶えませんでした。こうしてみんなで励ましあい、頑張った

からこそ最後には泣きながら喜び合えたのだと確信しています。 

また、頑張れた理由の 1 つとして他に、生徒の存在が大きかったです。生徒を目の前に

すると、「楽しんでほしい」、「何かを得てこの 1 週間を終えてほしい」という思いが強く

なりました。寝不足の疲れも吹っ飛び、「今日も笑顔で教壇に立とう」という気持ちにな

れました。A クラスの生徒はとても優秀で、私たちの想像をはるかに超えて私たちの想い

に応えてくれました。生徒に助けられた面もたくさんあり、生徒にも感謝しております。 

複数の教師でクラスを持つことは教師になってからも滅多にないと思います。このよう

な貴重な経験をさせていただき、先生方を初め、甲南キャンプに関わった全ての方に心か

らお礼申し上げます。ありがとうございました。 

  堤恵子（けいちゃん） 

 



 

張亦涵 くら 

  這是我第一次參加甲南營的活動，由於先前並沒有以學員的身分參加，所以

對甲南營的內容並沒有太深入的了解。不過，在參加之前就聽過前輩們說，寫教

案會是一段相當辛苦的過程。這段話直到活動快接近時，我才深深體會到其中的

意思。 

  由於沒有當過學員，對於寫教案也完全沒有經驗。當日方傳了教案大致的雛

形來時，我還覺得接下來的活動應該會很順利進行下去的。沒想到，等到教案會

議和實際進行上課時，這才發現編寫教案並不是想像中的那麼簡單。 

  真的很感謝前輩和老師們給的建議和提醒。而且這次歡送會上工作人員做了

一部超棒的影片，真的很用心。此外也很謝謝學生們在每次的回饋單中給予「很

開心」、「很有趣」等好的評論和鼓勵，而且每次的作業都準備地很用心，讓 GT

們很感動。最後，感謝和我同一組的大家，真的辛苦了。 

 

  今回は私が初めに甲南キャンプに参加します。参加したことがないから、

甲南キャンプの詳しい内容をたぶんわかりません。ですが、参加する前に先輩

たちに「教案を書く過程はとても大変だ」と聴きました。活動を迎えるまでに、

この話での意味をだんだん分かるようになりました。 

  学員として参加したことがないで、教案を書いたこともありません。教案

の草案をもらった時に、活動がスムーズに進むだろうと思いました。しかし、

教案会議と授業までに、教案がそんな簡単じゃないことを気が付きました。 

先生とリーダーがいいアドバイスをくださって本当にありがとうござい

ました。また、歓送会にスタッフが作ったビデオはとても素晴らしい、身を入

れたと思います。そして、生徒たちがいつもいいフィードバックを書き、例え

ば「楽しい」「面白い」など、宿題と発表もよくできました。よかったと思い

ます。皆、ありがとうございます。 

お疲れ様でした！ 

 

  



 

陳佳穎 かえー 

知道自己是 A 班之後就一直在擔心，畢竟是一年級的學弟學妹，會不會有程

度很好的學生。設計課程的時候也有很多疑惑，一方面是不想給太多壓力，一方

面又被老師說因為是日文系一年級的學生，要“給他們東西，讓他們有所收穫”。

上課的五天中，發現要說明的部分完成得非常不好，學生有很多地方聽不懂。然

後作業給的很多，很不好意思，但是他們還是很認真地完成了，給出的成果非常

棒，非常感動。 

這次甲南營，站在老師的立場上，學習了很多。比如，說一個東西，看到下

面的學生毫無反應是非常著急的，不知道學生懂了沒有。這也給我一個反思，就

是我在上課的時候，也要給予老師一些反應，讓他知道他的課程有沒有順利進行

下去。 

不光是學習上，這次也收穫了很好的朋友，開心。 

 

Aクラスの生徒は日本語学科の一年生の後輩だから、日本語がすごく上手

の生徒がいるかもしれないので、ずっと心配だ。教案をデザインする時、スト

レスをあげたくないけど、先生が「一年生だから、何をやって学ぶことをあげ

る」と言って、困っていた。 

5日間の授業の中に、説明の部分が良くなくやったことがわかった。生徒

は聞いてわからないところがあた。そして宿題がたくさんけど、生徒がよくて、

まじめでやって、感動した。 

今度の甲南キャンプ、先生としていろいろなことを学んだ。例えば、何を

説明して、生徒の「何もない」顔を見て、心配になった。だから私が学生とし

て授業の時、先生に何をフィードバックをあげた方がいいと思う。 

今度の甲南キャンプで、いい友達になって、嬉しかった。 

 

 

  



張愛郇 あいちゃん 

 

  在這次的甲南營中學習到很多東西，感覺自己也有些改變了。這五天的戰鬥

雖然非常辛苦，但我相信一定有它的價值。 

  和從日本來的あーみん和けいちゃん一起，每天為了寫明天的教案而討論到

深夜，一直待在けいちゃん的家努力拚進度。因為睡眠不足真的有好幾次以為自

己要死了。 

  雖然對於上課一直有很多的不安，但在課堂中和夥伴們互相協助，解決問題，

甚至有種完成任務的錯覺，但也真的很開心。 

  就算很辛苦，就算曾經也有過想要逃避的念頭，但這五天已經成為了永生難

忘，無可替代的重要回憶。七個人一起認真地交換意見，點子和點子之間的碰撞，

也會說著毫無相關的閒聊，因為精神崩潰而大聲地一起笑著，也真實的感覺到了

夥伴之間的連結正在加深。在這個活動中得到了最棒的夥伴，覺得參加甲南營真

是太好了！ 

 

 今回の甲南キャンプでいろんなことを学び、自分も何か変わったような気が

しました。五日間の戦いはめっちゃしんどいと思うけれど、やりがいはあると

信じています。 

 日本から来たあーみんとけいちゃんと一緒に、毎日教案を書くために夜遅く

まで討論していて、けいちゃんンチをずっと邪魔してて頑張りました。寝不足

で本当に何回も死ぬかと思いました。 

 授業に対していろいろ不安なんですけど、メンバーお互いに協力し合って、

問題解決して、ミッションクリアしたような感じでよかったと思います。 

 大変でも、逃げたいと思う時があっても、この五日間は一生忘れられずに、

かけがえのない思い出になりました。七人一緒に真剣に意見交換したり、アイ

デアを考えたり、あたりさわりのない世間話をしたり、精神が崩れて大きな声

で笑ったりして、お互いの繋がりが強くなったと実感しました。この活動で最

高の仲間ができて、甲南キャンプに参加して本当によかったです！ 

 

 

 

 

 

  



賴茗誼 ねぎ 

 

  在一年級時，雖然只參加過一天的甲南營，覺得有些遺憾。本來還想參加的，

以學員的身分，不過，在告知招募甲南營 GT 的時候，突然有個想法，想知道學

姊那時是以怎樣的心情看著我們的，就決定參加了這次的甲南營，以 GT 的身分。 

  活動開始前所討論的教案，一次又一次的修改，一天甚至熬夜討論到天明，

在最後一次的教案會議中，被老師們指出，不太懂我們所說明的教案活動內容，

沒辦法給予建議，恐怕學生們也聽不太懂，然而明天就是活動開始的第一天了，

大家還是熬了夜，討論了許久。終於活動開始，剛開始的第一天，時間有些不夠，

活動有些慌忙，指令下的也不是很清楚，讓學員們一臉疑惑，感到深深的抱歉，

經過了這一次的經驗，之後的活動，雖然還是有些小插曲，但感覺大致上的活動

都進行的愈來愈順利了，最後的發表也順利的完成了。 

  活動的幾天，大家一起熬到了不曾熬過的時間，三句不離開有關教案的話題，

辛苦 A 班的大家了，在 A 班的大家身上也學到了很多，不同面向的思考方式，

考慮到自己不曾考慮的，也很感謝老師的指導，體會到了當初學姊們的感受，原

來站在講台上跟學生們講課，要準備許多的東西，出現了一些突發狀況也要臨時

應變，感覺很新鮮也很特別，給了自己一個難忘的經驗。 

 

 

大学一年生の時、一日だけ甲南営に参加するので、残念だと思った。来学期

はまた参加したいと思いますが、甲南営のＧＴを募っていると聞いたとき、先

輩だちがどんな気分で私逹に教えるか知るために、ＧＴとして、今回の甲南営

に参加した。 

活動が始まる前、度々教案を討論し、手直しし、晩から明日の朝まで徹夜し

て討論した。活動始まる前の最後の教案会議で、先生だちは私だちが説明した

活動の内容があまりわからず、アドバイスもくれずに、生徒もわからないかも

しれないと示された。でも、明日は活動始まる一日目で、時間が足りないです

が、皆さんも徹夜して討論した。いよいよ活動が始まった。活動がちょっと多

い、時間が足りず、指令がはっきりとしないので、学生たちに惑いを感じされ、

心苦しい限りでした。この経験があり、あとの活動はだいたい順調に続き、最

後の発表も無事に終えた。 

この間に、皆さんと一緒、朝八時五十分から、明日の朝三時ぐらいまで家に

帰らない。おしゃべりするときも、教案の話ばかり。Ａクラスの皆さん本当に

ありがとうございまして、皆さんからいろいろなものを学んだ。先生の指導も

感謝し、そのとき先輩だちの感じも体得した。授業前にいろいろなものを準備

しなければならないことを知った。いい仲間を作り、特別な経験を得り、楽し

かった。 

 



張敦涵 みそ 

  其實在大一剛進來的那年有參加過一次甲南營，那時覺得好羨慕啊，身為Ｇ

Ｔ的學長姐們可以在我們遇見日本ＧＴ之前就跟他們第一時間接觸了，那時候就

是有股憧憬也想要試試看當ＧＴ。而這個小小的心願就在今年２０１６年實現

了。 

  在最初要抽籤決定負責哪個班級時，我暗暗祈禱著不要是Ａ班因為我不知道

怎麼帶日文已經很強的學弟妹，而結果我們這組就是不偏不倚抽中了Ａ班。當下

我的眉毛應該是八字的吧ｗ。但是在活動正式開始後，我卻覺得自己是Ａ班的真

的太好了！雖然現在聽到教案兩個字還是會冒冷汗但大家為了教案，為了甲南營

真的都付出了自己的時間、金錢、精力，在幾乎２４小時都在一起的狀況下，當

然到最後都是東倒一個西趴一個，但大家的手基本上也沒有離開過電腦或筆跟紙

本，或許我們不是最棒最好的，但大家都是在盡己所能地付出的心血在完成一個

目標。累歸累，心裡是踏實的。而付出後在看到學生的回饋時心中的觸動更是能

震撼一個人。 

  謝謝淑燕老師在我們遇瓶頸時來為我們引路；謝謝甲南的工作人員，我真的

打從心底覺得你們好辛苦一直東奔西跑的，辛苦了！最後要謝謝Ａ班的所有成員，

大家一起創作出了我們這兩個禮拜的故事！永生難忘的回憶！ 

 

 大学に入る前に生徒として一度甲南キャンプに参加したことがあります。その時は

先輩たちが日本人と友達ができて日本語もぺらぺら話せることを憧れて、いつかそう

いうふうになりたいと思って、今年はまた参加しました。ＧＴとして。 

 もし何ヶ月前に「一番行きたくないのはどちらのクラス？」と聞いたら、多分迷わ

ずに「Ａクラス！」と答えるでしょう。別にＡクラスが嫌いわけじゃなくて、ただも

う一年勉強した後輩はみんな日本語とてもよくて、何かを教えたほうがいいかまった

く心当たりがないだけだけど、籤を引いた結果、そう、Ａクラスです。最初どうしよ

うかと心配していたかど、けいちゃんとあーみんはすごく自分の考えを持って真面目

にみんなと話し合って教案を作ってきました。今はＡクラスには入って本当によかっ

たとこころから思ってきました。さもないと、かわいいお二人のけいちゃんとあーみ

んに話すさえできないかもｗ 

で、甲南キャンプが正式に始まったら、地獄を見えました。毎日遅くまで起きてい

て教案を作っていました。 

初めての教案、みんなが一生懸命に作った内容はほぼ全滅です。幸いツバメ先生が

私達にどこかだめか、どう直すべきかを一々アドバイスをしてくれました。その後順

調に行けるのも先生のおかげさまです。全滅された原因は先生もありますけど。 

初めはきつかったですが、みんなの調子もどんどんよくなってきました。毎日けい

ちゃんの部屋に行って次の日のことについて話し合ってＰＰＴを作りました。 

最後は大成功でよかったです！みんなと一緒に過ごした時間を大切にします！ 

お疲れ様でした！！＾＾ 



甲南キャンプの感想 

Bクラス 

 

 
 

 

 前田拓哉      まえたく 

 奥山沙也香     さやか 

 潘嬿庭        えんてい 

 蔡佳君       かくん 

 吳佩璇       はいせん 

 吳詩婷       うま 

 謝坤霖       トロ 

 



前田拓哉 

 5日間の授業を終えて、１番印象に残っていることは言葉をできるだけ使わずに言葉について教えることの難しさです。

B クラスは 2 年ほど日本語を学習してきた生徒たちが集まっているということでした。しかし、その差はとても広く生

徒たちに聞くと 1 年ほどしか勉強してない人から、日本に興味を持ち小学６年生から勉強を始めた高校生までが参加し

ていました。なので、授業では生徒全員が理解できるようにより簡単な言葉や説明を用いなければなりませんでした。

PPT での説明は漢字がわかるので伝えやすかったのですが、言葉で紹介や説明をする時は工夫する必要があるなと思い

ました。 

 今回の授業では、わからない生徒には GT のみんながサポートをしてくれていたので、とても授業が進めやすかった

のですが、頼りすぎていた部分があったかなと思います。ただクラスとしての雰囲気が初日からよかったので、生徒た

ちは分からないところがあれば自分からリアクションしてくれたり積極的に質問をしていたので、生徒たちに助けられ

た部分は大きかったかなと思いました。 

 大変で反省する点ばかりですが、クラスとしての連携とせいとたちとのコミュニケーションと言う点ではとてもよか

ったと思います。授業を考えて組み立てていく時にはお互い意見を出し吅い、準備をする際にも協力しながらできたと

思います。いつも僕たちが帰った後に集まって話し吅いをしたり、PPTを作成したりと 5日間とても支えてくれました。

本当に感謝の気持ちでいっぱいです。そのサポートのおかげで、少し難しい内容でしたが手紙とディベートという大き

な２つの授業内容を進めていくことができました。また、生徒たちはあらかじめ文章を考えてくれたり、ディベートで

はテーマについて調べて話しったり意欲的に取り組んでくれました。生徒たちが自分から日本語を使いたいと思うよう

な雰囲気を作れたことはとても良かったです。 

 甲南キャンプの 5 日間で、日本語教育についてとても多くのことを学ぶことができました。また、実際にどういう勉

強の仕方をしていて、どういう点が難しいと感じ苦労しているかなど知ることができました。自分たちで教案を考え作

りながら学習法を学ぶことのできた大変貴重な経験を得ることができたと思います。また取り組みたい、もっと日本語

教育について興味を持つことができた 5日間でした。 

這五天的課程結束後，最讓我有印象的是最讓我印象深刻的是用有限的話語去說明另一句話的意思。B 班是由學了兩

年日文左右的學員聚集在一起的班級。但向學生們問過之後才發現差距非常的廣，參加學生有從只學了一年日文和從小六

因為對日本有興趣就開始學日文的高中生都有。所以，在課程中為了讓全部的學員能夠理解就利用簡單的詞說明給學員聽。

對學生來說，PPT 上有漢字，所以傳達給學生比較容易。我想在做說明與介紹的時候多下點工夫是一定的。 

在這次的課程中，因為 GT 們會協助不懂了學生們讓課程進行得很順利，但學生依賴的部分也蠻多的。不過從第一天

開始班上氛圍就很好，所以學員們如果有不懂得地方，自己都會向我們反映，也會很積極的提問，這樣子課程互動對我們

來說有很大的幫助。 

雖然有很多需要反省的地方，但以班上的吅作與學員之間的溝通的來說是不錯的。在構想課程內容時，大家能夠互相

提出意見，在準備的時也能邊協力。大家總是在課程結束後繼續討論、作隔天課程的 PPT，在這五天中真得很感謝大家的

幫忙。多虧大家的協助，寫信和辯論這兩個稍難的課程才能順利進行。又學員們能事先思考寫的內容、能調查和分享關於

辯論的題目與內容，也很充滿熱情的致力於課程中。能創造出『讓學生們發自內心想使用日文』這樣子氛圍，真得很棒! 

在甲南的五天中能夠學到很多關於日本教育的事。也能夠實際上知道做什麼樣的學習方法，什麼樣的地方是艱辛的。

然而，透過甲南營能夠得到邊自己作教案邊學習的珍貴經驗，這五天的學習促使我更想致力於關於日本教育和擁有興趣的

橋梁。 



奥山沙也香 

B クラスの生徒は初級レベルだと思っていましたが、実際は生徒のレベルの差が大きかったで

す。手紙を書いたり、ディベートの意見を考えたりと作業時間の多い５日間の授業は、レベルの

差によって同じ時間内でできる範囲が異なりました。月曜日の授業をしてみて、早く終える生徒

が退屈しないような工夫と、作業が難しい生徒が手を止めずに済む工夫が必要だと思いました。

GT とたくさん話し吅い、工夫を考えましたが、実際に火曜日に授業をすると、早く終える生徒

は自分自身で作業の難易度をあげて取り組んでいました。プリントで渡した例文よりも、文章量

は多く、内容は詳しく、文法は様々でした。作業が難しい生徒も知っている言葉で自分の気持ち

を表すのではなく、一番正確に自分の気持ちを表すために必要な言葉を私たちから学ぼうとして

くれました。私は例文を短く簡単に作りました。それは生徒には難しいと勝手に考えたからです。

ですが、５日間の目標は「自分の意見・考えを日本語を使って話せるようになる」で、生徒のほ

うが目標に吅った行動をしてくれていたことが、とても嬉しかったです。月曜日はお互いに緊張

してぎこちなく会話していましたが、日に日に緊張はほぐれ、休み時間中話題が絶えないくらい

生徒と距離が縮まりました。同時に、授業中のサポートもよりよいものを与えられるようになっ

たと思います。生徒と良いコミュニケ―ションをとれるようになったのも、生徒が一生懸命日本

語で話しかけてくれ、私たちに興味を持ってくれたからです。初めての本物の教案・授業はとて

も不安でしたが、生徒に支えてもらい、授業をやりきることができたと思います。一緒に悩んで

話し吅い絆を結んだ GT たちはもちろん、５日間しか一緒に居ることができなかった生徒たちと

も、日本に帰った今も連絡をとるほど、素敵なつながりを得ました。５日間の授業は始まるとあ

っという間でしたが、とても充実したもので、授業以外にも多く学ぶことがありました。素晴ら

しい貴重な経験になりました。ありがとうございました。 

我以為 B 班的程度是初級的程度，但實際上能力的差別還蠻大的。這五天寫信、想辯論的時間佔了大多

數，而因為程度的不同能在時間內達到的程度也都不同。 

教了禮拜一的課程後，我覺得讓很早就寫完的學生不會覺得無聊和讓覺得內容很難的同學能夠繼續努力

下去的功夫是需要的。跟 GT 討論過後，下了很多功夫，實際禮拜二在上課的時候能夠給予早早寫完的學生

與他程度相當的作業。他們寫出來的作業比發下的講義例文中，文章的數字量還多，內容也很詳細，文法也

很多樣。覺得內容很難的同學也不只用自己所知道的單詞表達自己的意思，他們也想從我們學習能夠最正確

表達自己意思的單詞。我當時把例文打得很簡單，因為那是我擅自認為他們覺得內容有可能會太難的關係。

所以以這五天想達到「能夠用日語口頭表達自己的意見和想法」的目標來看，這些學生的行為能夠符吅這個

目標讓我覺得很開心。從禮拜一互相都很緊張又不習慣的對話，到後來能夠隨著日子消除緊張的感覺，在休

息時間也有聊不完的話題，跟學生的距離一下就縮短了。同時也覺得給予他們比在課堂中輔助更好的事。能

跟學生有良好的溝通，也是因為學生也拼命想要用日文和我說話，對我有興趣才能夠做到的。剛開始的時候

對教案和授課內容感到非常的不安，但受到學生們的支持，才能夠完成授課的內容。和一起煩惱並締結了羈

絆的 GT 們和只能在這五天能夠在一起的學生們擁有回去日本過後還能持續聯絡這樣很棒的緣分。從這五天

教學開始到之後的這段時間感到非常的充實，也學到了很多課堂以外的事情。得到了非常好又寶貴的經驗，

真的非常的感謝。 



潘嬿庭 

 

  去年、私は一年生の時、生徒として甲南キャンプを参加しました。でも、今年、

GT としてもう一度参加しました。去年の時、GT が何をするということが分か

りませんでした。だから、心に GT の仕事が難しくないと考えました。でも、

自分で体験した後、チームワークが本当に大切だということが分かりました。

そして、毎日多くの時間がかかるのは必須でした。それでも、私は毎日生徒が

嬉しく勉強するさえすれば、疲れてもいいです。生徒たちが収穫があって本当

によかったです。最初、教案を考える時、生徒にとって、もしかしたらちょっ

と難しいかもしれませんでしたと思いました。だから、授業の前に、私がいつ

も心配するのは生徒がつまらないと思うということでした。でも、意外に生徒

はこういう授業が好きでした。そして、私たちはコメントによって、よくなる

ために、次に授業を修正しました。 

  キャンプの過程で、教案を何回も修正するにもかかわらず、毎日本当嬉しか

ったです。毎日遅くまで討論しました。皆がすごく疲れても、歓楽に満ち溢れ

ていました。日本方と付き吅うが長くないけれども、キャンプを参加するので、

私たちは友達になりました。そして、メンバーの手伝いに対して、本当にあり

がとうございます。皆のおかけで、キャンプが順調に終わりました。私は今回

の経験が絶対に忘れません。 

 

去年，一年級時我是學員，今年的我以 GT 的身分參加甲南營。當學員時不

懂 GT 的工作是什麼，心裡覺得應該不難。但沒想到，真正實際體驗過後才知道

這一個需要團隊吅作和花時間與精力的工作。儘管如此，每天看到學員們認真、

開心的學習時，心想，就算他們不知道每天課前我們所付出的努力與時間也沒關

係。因為至少大家所想的教案讓他們有所收穫。當初在想教案時，覺得對學員來

說有點難度，所以在課前總是擔心學員會覺得無聊，意外的學員還蠻喜歡課程的。

我們每天也透過學員的回饋來改進下一天的教學課程，這時我才了解，教案不是

固定的，而是利用反思讓下一天的課程更完美。 

在活動的過程中，我們的教案經歷了許多波折。但是還是很開心。儘管每天

討論到很晚，大家充滿疲憊感卻也充滿歡笑。雖然相處時間很短暫，但透過活動，

和日方成為了朊友。我也很謝謝在活動中，組員們的互相幫忙，多虧大家才會那

麼順利結束。這次的經驗我絕對不會忘記。 

 

 

 

 



蔡佳君 

 

甲南キャンプを参加できるのはせっかくのチャンスと思います。教案を作る

過程中、準備は長い時間をかかりました。メンバーが一緒に内容を考えたり、

計画を改めたりする。毎日反省会がある。私達が討議は深更に及びましたから、

とても疲れました。でも、それだからこそ、仲良しになりました。それから、

GT になる感じと生徒になる感じは全然違うと思います。B クラスは主に二年日

本語を学んだ人でしたが、一年だけ学んだ人も日本語学科を卒業した先輩もあ

りました。だから、教案の設計がちょっと難しいと思います。でも、B クラス

の皆が親切だと思って、雰囲気がいつもいいです。彼らの質問を答えられる時、

達成感があると思います。そんないいメンバを協力したり、それぞれの学科か

ら生徒を仲間になったり、日本語を進歩できたりする、本当に感謝しました。

将来、そんな活動を参加したくて、もっとことを学んで、たくさん友達になり

たいです。 

 

 

我覺得能夠參加甲南營這個活動的機會非常難能可貴。從一開始寫教案到整

個教學過程中，準備的時間很長，組員們幾乎整天都待在一起，不停地想內容，

修改計劃。每天都有檢討會，我們經常討論到很晚，每個人都非常的疲憊，卻因

為長時間的相處，讓我們變得更加友好，也更有默契。而當 GT 的感覺跟兩年前

當學員的感覺完全不一樣。我才真正懂得「台上一分鐘，台下十年功」這個道理。

在上課的過程中，學員們都相當的親切，所以班上氣氛十分融洽。雖然這個班是

以學過兩年日文的學員為主，但實際上卻發現其實學員們的程度落差很大。有學

不到一年的同學，也有自學了很多年的學員，甚至還有日文系畢業的學長。因此

在教學方面變得比較困難，我們經常苦惱課程會不會太簡單或太困難，希望教學

可以讓每個同學都覺得有趣。但是他們總是會互相幫助，讓上課進行得很順利。

我們能夠為有問題的同學們解答問題，也感到相當有成就感。能跟這麼棒的組員

吅作，並認識來自各個科系的學員們，我覺得非常開心。真的很感謝這次的活動

讓我交到許多好朊友，我的組員們也總是幫助我不懂的地方，讓我的日文也進步

很多。希為將來能多多參與這樣的活動，藉此學到更多東西，認識更多朊友。 

 

 

 

 

 

 



吳佩璇 

 

去年私は初めて甲南キャンプに参加した。また生徒でした。今年第二回目甲

南キャンプに参加した。でも、身分が違う。今回私はＧＴだ。生徒の時、毎日

多くの知識を学ぶことが嬉しかったと思う。実は私が経験した活動は日本の方

と GT たちが一生懸命に作ったことを知らない。この１１日に色なことがあっ

た。最初の教案会議から、私達の教案がだめだから、直さなければならなかっ

た。毎日討議は深更に及んだ。甲南キャンプが始まった時まで、毎日も一緒に

当日の状況を反省して、翌日の教案を話し吅った。甲南キャンプの一日目私達

は生徒たちとあまり知り吅わないけど、すぐ近づきになった。皆楽しそうだっ

た。元々生徒たちにとって三日目と四日目の課程が難しいから、つまらない感

じがあったかもしれないと思った。しかし、意外に高い評価を与えた。彼らが

日本語で課程の内容を考えて、たくさん突っ込んだ知識を学んだ。この間の苦

労がついに実を結んだから、嬉しかった。この夏休みに友達と甲南キャンプに

参加してよかった。本当に疲れたけど、いろいろいい思い出があった。毎日日

本の方とおしゃべりをしたり、食事をしたり、教案を話し吅った。一緒に多く

のことをしたから、家族にみたい。私は日本語がよくないが、皆助けてくれて

ありがとうと思った。めでたい結末だ。最後、B クラスのメンバーも生徒も最

高だ。 

 

去年我第一次參加甲南營這個活動，當時的我還是學員。今年是我第二次參

加甲南營，但身分卻不同了。今年我是以 GT 的身分參與這次的活動。在當學員

的時候，每天都玩得很開心、覺得學到了許多不一樣的知識，殊不知其實那時我

所體驗的活動課程是日方和 GT 們在背後隱藏著許多辛苦的汗水而成的。在這 11

天裡經歷了許多事情。從一開始的教案會議，我們所排的教案幾乎被打掉，需要

重新修改，一次一次地與日方一起重新討論教案討論到深夜。到真正的甲南營活

動開始的那禮拜，也是每天一起反省當日的狀況以及討論隔天的課程。我還記得

第一天雖然我們和學員們都還不太認識，但是大家很快就熟起來了，每個人都玩

得很開心！到了第三、四天，原本我以為我們所排的課程對他們而言稍難，會使

他們覺得無趣，但意外地評價卻都很好，他們也認為能用日文思考、學到了更深

入的東西。這也讓我覺得很開心，因為我們辛苦討論的成果有所回報了！我很慶

幸在這個暑假和朊友們參加了甲南營，雖然過程艱辛，但卻擁有了許多各式各樣

的美好回憶。每天和日方他們聊天、吃飯、討論營隊的事情，這幾天大家就像家

人一樣呢！能和甲南大學的同學變成好朊友真的是一個很難得的緣分。也謝謝隊

友們彼此互相幫忙，讓這個活動畫下完美的句點。最後，B 班的成員們和學員們

真的是太棒了！ 



吳詩婷 

 

最初にこの活動を参加する原因はただ今回の夏休みは時間があって、そして

単位も取られるから参加しました。だからこの活動についてのことはさっぱり

わかりませんでした。最初に相談する時、気が付きました。言語交換をするひ

とは簡単な言葉で解説するですけど、まえたくとさやかとの相談がむつかしく

てわからないところはいっぱいあって、ちゃんっと質問しないとわからなくな

ってしまいました。実際に第一回の教案会議が終わるとき、教案はダメと言わ

れてすごく緊張しています。私たちも徹夜でお互い意見を出して相談しました。

最後の教案会議が終わって、いよいよ学生に直面するときは前で教える先生で

はないのに、緊張しています。学生はこの教案の内容はむつかしいと思うか？

それとも簡単か？この教案によって順調で行うのはできるか？と心配していま

す。最初の日はゲームをやるとき学生が盛り上がるかどうかを心配してて、で

もみんなは意外にテンションが上がって、楽しんで遊んでいます。他の日もち

ゃんと宿題を考えて、授業でお互い話し吅って、すごく感動しました。学生た

ちは本当に日本語を勉強したいという気持ちが持っていると思います。今回の

活動もまえたくとさやかと毎日相談してて、教案の事を悩んで、遅くまで起き

て、食事をして、素晴らしい絆を作りました。送別会のときも泣いてしまいま

した。今はＧＴでこの活動を参加して良かったと思います。大切な思い出をも

らいました。 

 

  一開始接觸這個活動的時候，單純是想說暑假剛好有時間可以參加活動又可以

拿到學分，所以才會參加。所以對這個活動並不是非常的了解。一開始討論的時

候，真的感覺跟之前講日文的時候不一樣，因為之前語言交換的對象都會中文，

他們都習慣會用簡單的日文來跟我們解釋，所以剛開始在聽他們解釋教案的時候，

不懂的地方真的很多，也需要一直跟他們討論才能知道他們想講什麼。實際開完

第一次教案會議後，發現教案需要大幅的改變就很緊張，也熬夜互相討論了很久。

到了最後一次教案會議完，終於要面對學生的時候，自己雖然不是站在台上的老

師，但還是會很擔心這樣的教案對學生來說會不會太難，能不能好好地按照教案

順利的完成。第一天的時候，非常擔心沒有辦法讓學生的氣氛帶得很好，但是大

家都意料之外的外向，所以大家在玩遊戲的時候都很開心的在玩。第二、三、四

天的時候本來以為大多數的學生都會好好地回家想自己信要寫什麼跟辯論的準備，

當時真的覺得大家都非常認真地完成每一件事，讓我覺得非常的感動。在活動的

過程中，和日方不斷地的討論、每一天都一起想教案的內容、一起吃飯、熬夜。

真的和日方的建立了很棒的情誼，到最後歡送會的時候，也不捨地流下眼淚。現

在覺得能夠以 GT 的身分參加這個活動真的太好了。 



謝坤霖 

 

今回は私の始めて甲南キャンプを参加したことです。私にとってやはり E、D クラスに

GT を担当することはちょっといいと思っています。なぜなら、私は生徒としてこのキャン

プを参加した経験がないで、日本語の教学を支援することもわからないんですから、とて

も難しかったと思います。それに、B クラスの生徒たちにも、ある人は日本語で文にするこ

とが無理で、ある人は日本へ交換留学できる日本語の能力を持っています。それは日本人

の授業者にっとても、授業の難しさを掌握しにくいでしょう。 

キャンプの期間一番嫌いこと、あるいは一番怖いなことは、やはり今日の感想と明日の

教案を発表する毎日午後の反省会です。その理由は一時間半をかかって一分間未満の内容

だけ思い出しまして大変だと思います。一方で、一日中一番楽しいのは日本の方と一緒に

ご飯を食べることです。なぜなら、食事をする時にみんなは授業の同僚ではなくで、一緒

に笑っている本当の友達になります。そして、前田さんと奥山さんは台湾の夜市の食べ物

をたくさん食べられます。ちょっとびっくりしたのに、満足し微妙な表情が出できた彼ら

を見て、最高だと思います。 

キャンプの終わりに前田さんと奥山さんは関西弁で自己紹介の方法を教えて、私たちも

彼らに台湾語の名、阿哉と阿香を付けまして、友情の証明になりました。そして、来年こ

のキャンプでもう一度会うことを約束した。阿香は私が LINE で丁寧語をたくさん使うの

で女性だと思って、初めて会う時びっくりしたこと、阿哉は手紙に私が物知りと書いてあ

ったこと、遠い未来までも絶対に忘れません。 

 

這是我第一次參加全日文的營隊。對我來說，果然還是在 E、D 班擔任 GT 可能比較適吅。

因為我既沒有作為營隊生徒的經驗，也不了解如何幫忙日文教學，這次擔任 GT 的事情可說是

讓我手忙腳亂。除此之外，我覺得 B 班的生徒日文能力差距很大，有些還無法湊成一句完整

的句子，有些卻已經可以申請去日本交換留學了。這樣子對於日本方的授課者很困擾，他們

很難去拿捏授課的難易度。 

對我而言，營隊期間最討厭、害怕的莫過於每天中午「發表今天的感想與明天的教案」

的檢討會了，因為要花一個半小時才擠得出一分鐘不到的內容，絕對不是因為兩位老師坐鎮

盯著好恐怖。相反地，一天中最開心的則是和日本夥伴一起出外用餐，因為只有這時候，我

們才能擺脫教室裡「同僚」的身分，恢復成一起歡笑的「朊友」。另我感到意外的是，前田君

與奧山君對於臺灣的夜市美食接受度滿高的，總是勇於嘗試奇奇怪怪的東西，看著他們滿足

又顯得微妙的表情是一天當中我最享受的了！ 

營隊進入尾聲後，前田君與奧山君教我們用關西腔自我介紹，我們也替他們取了臺語名

「阿哉」與「阿香」來見證這段難得的友誼，也相約來年的營隊再見。在往後的日子裡，我

永遠會記得阿香在第一次看到我時很驚訝不是女生(她說我在 LINE 上面太有禮貌了)，也會記

得阿哉在寫給我的信上說我是「物知り」。 



Cクラス坂口あずさ 

何ヶ月も前から準備をしてきた甲南キャンプですが、全ての授業を無

事に終えることができたのでよかったです。私は以前大学の授業で 15

分だけ模擬授業をしたことはあったのですが、一週間分の教案を自分た

ちで考えて実際に授業をするというのは初めてでした。教案を考えたり

教材を作ったり大変なことはありましたが、この一週間で貴重な経験が

できたと思います。ありがとうございました。 

雖然從幾個月前就開始準備甲南營，但是因為所有的課程都能平安順利

的結束感到欣慰。之前在大學的課程中有過 15 分鐘的模擬教學，但是一周

份的教案全部自己來思考是第一次。一邊想著教案一遍製作教材有過很多

困難的事，可是在這一周裡得到了貴重的經驗。謝謝。 

 

 

 

 

 

 

Cクラス陳采羚 

昔から、甲南キャンプをやってみたいと思ったけど、ボランティア活

動があったので、出来なかった。３年が過ぎて、ボランティアの活動が

終わって、この機会でやっとこのキャンプに入った。前参加した GTに

このキャンプについてのことを聞いたが、多分真面目に考えたことがな

いので、想像以外に忙しくて疲れた。毎日教案を考えたり、書いたり、

メンバーと相談したりするのは本当に大変でした。休みの時間はあまり

ない。偶に疲れたと思って、やる気がだんだん失って行くけど、みんな

一緒に一つのことを完成するため、一生懸命頑張ったのはとても意義が

あったと思った。最後、Cクラスの皆さんお疲れ様でした。 

過去總是想要進來甲南營看看，但是因為參加志工所以都沒參加，志工

結束後終於有機會了。曾經詢問過參加過的 GT 這個營隊的事，但可能是

自己真的沒有認真思考過。進來後發現真的很忙很累，每天熬夜打教案、

想教案、與組員溝通，休息的時間真的很少。偶爾會覺得累覺得漸漸沒幹

勁，但是這種為了完成一件事大家一起努力，讓我覺得很有意義，最後想

跟我的組員說辛苦你們了。 

 

  



Cクラスあまくち 

今回の甲南キャンプを参加しはじめて、自分の一人での力がとても弱

いと感じられ、手伝いけど手伝えなかったところがたくさんあると思い

ました。しかし、その弱さが他のメンバーに守られ、私の事を責めなか

った。みんな一緒に討論する時に、意見を出す時もありますが、やはり

力不足なせいで、一緒に GTを担当する日本のあずささんにとって大変

になってしまったのでしょう。。そのせいで、教案を考えたり、教材を

作ったりする時に、かなり辛くなっていましたけど、この一週間で一緒

に乗り越える事ができたのは他のメンバーのおかげでだと思います。特

にあずささんの分がとても頑張ったと思います。この甲南キャンプのお

かげで、自分の弱い部分が知る上で、成長しつつあると思います。本当

にいい経験だと思います。本当にありがとうございました。 

 それから生徒たちの部分についてですが、一日目は生徒たちと初対面

なので、ちょっと心配しましたが、みんな優しくて、すごく盛り上がり

やすい人たちでした。生徒たちがすごく頑張っていると思います。内容

はたまに中国語に訳しなかったですけど、大丈夫ですかって聞いて、み

んな大丈夫って返事して、ちょっと安心しました。この五日間の内容は

正直言って私も分からない言葉があったので、自分も勉強になったと思

います。本当に素晴らしいイベントでした。 

 

參加了這次的甲南營才知道我一個人的力量是多麼的脆弱,而且我覺得有

些很想要表達的事情卻沒辦法傳達的事也十分的多。但是,其他組員卻包容

了我這些脆弱的部份,以及沒有特別怪罪於我。雖然一起討論時也有提出一

點兒的意見,但因為能力不足,讓一起担當 GT 的日方あずさ感到不安…因

此在想教案或者是做教材的時候變得有點辛苦起來,但是在這一星期裏能

够一起越過這個難關都是多虧其他成員的合作。我覺得特別是日方的あず

さ,她是一個非常努力的女生。經過這次的甲南營,我覺得在知道自己脆弱

的部份上,從而一點一點地成長。我覺得真的是一個很好的經驗。真的謝謝

大家。 

 另外關於學生的部份,因為第一次是初次見面,所以有點膽心會不會有問

題,但是大家都很開朗,而且很容易就玩在一起。我覺得他們真的很認真的

聽課。雖然內容有時候沒有翻成中文,但是當我問他們”有問題嗎?”的話

候,大家都回我說”沒問題”的時候,讓我安心了一下。這五天所講的內容,

講真的,我自己沒有學過的單字也有很多,所以我覺得我是跟着學生一起在

學習。真的是一個很棒的活動。 

  



 

Ｃクラス張凱筑 

 

入学の前に、生徒として甲南キャンプに参加したことがあります。あ

の時はあまり難しくないＤクラスに入って、親切なＧＴたちと一緒にゲ

ームをしながら、日本語を勉強しました。短い日々でしたが、楽しい時

間を過ごしました。ですから、今回私はＧＴを担当して、甲南キャンプ

にもう一度参加したいと思いました。 

実際に参加した後、予想外に困難でした。例えば、教案の内容、時間

のかかり、グループのメンバーとのコミュニケーションなど、どっちで

も解決しなければならない難問でした。この教程を完成するのはそんな

簡単なことではないとわかりました。 

最後の日に、私は本当に感動しました。生徒たちがこのクラスで勉強

した物事を発表して、順調にできたことを見ていて、実にうれしいでし

た。そして、先生たちが知識を教えるのはどんな大変なこと、私も少々

理解できました。今回の活動、皆様お疲れさまでした。ありがとうござ

いました。 

 

 

  在入學以前，我就曾經以學員的身分參加過甲南營，那時我進入的班

級是程度不會很難的Ｄ班。在班上與親切的ＧＴ們一起邊玩遊戲、邊學習

日文，雖然才短短幾日，但我度過了很愉快的時光。因此這次我才會想要

擔任ＧＴ，再一次地參加甲南營。 

  實際參與了之後才發現，不如想像中的容易。例如，教案的內容、花

費的時間、與組員之間的溝通等等，無論哪個都是必須解決的難題，也才

真正了解要把這個教程完成並不是一件簡單的事情。 

  最後的那一天，我真的覺得非常感動。看著學員們發表課堂上學過的

事物並順利地完成一切，我真的是非常高興。而且，我也稍能體會老師們

教導知識這件事是多麼地辛苦了。這次的活動，大家都辛苦了，也非常感

謝大家。 

 

 

  



C クラスクモリ 

 私の感想は、簡単といえば、疲れました。特に体より心の方が本当に

疲れました。席に座って授業を聞く生徒より、教案を準備しなければな

らない先生はとても忙しいです。教案と最後の発表の関連性や教案の面

白い程度や教える時間の推定や記録に載せることなど、難しくなさそう

ですが、実際にとても複雑でした。特にゲームの説明はとても難しいで

した。グループのメンバーに説明したとき、皆が勘違ってしまった場合

はあるので、時々もう一度討論しなければなれませんでした。 

 それ以外、自身の日本語でのコミュニケーション能力がぜんぜん足り

ないことはよく感じています。話したいことがあっても話せませんでし

た。話したい文を作ったとき、皆はもう次の内容について討論してしま

いました。最後に私は自分の意見を伝いましたが、時間を費やしました。

それに、私が日本語を聞くことも苦手でした。日本語に対しての感度は

少し低いので、習った言葉を聞いても、すぐに理解できませんでした。 

 とりあえず、私に対していい方面でも悪い方面でも甲南キャンプはよ

く意味があるイベントだと思っています。 

 

簡單來說，就是累，尤其是心理上真的很累。跟只需要做在台下聽課的

學生相比，需要準備教案的老師真的辛苦許多。教案和最後發表的關聯性，

教案的有趣程度，教案的時間長度，備案…等等，看似不難，實際上卻是

麻煩的要死。尤其是遊戲的說明真的是有困難。光是跟組員說明的時候，

大家都以自己的方式理解，導致後來花了更多時間來討論。 

    另外，我深深體會到我的日語溝通能力真的是完全不足。即使有想說

的意見，當下也說不出來。知道該怎麼說的時候，大家也都已經討論到別

的內容去了。雖然意見還是表達了出來，但明顯拖慢了進度。此外聽的部

分也是個問題。由於對日文的敏感度不夠，即使聽到學過的字，當下也沒

辦法立刻理解。 

    總而言之，好的方面也有，壞的方面也有，甲南營是個很有意義的活

動就是了。 

 

 

 

 



感想 

柳田美輝 みきてぃー 

初めての台湾で、初めて人に日本語を教えるという貴重な体験ができた実習でし

た。日本にいる間は LINEで GTとコミュニケーションをとってたのですが、お互

いの主張が違って伝わってしまったり、発言が減ってしまったり、提出した教案

を何回も弾かれたりと不安になる面もありました。でも、それ以上に GTの日本語

レベルが高く関西弁が通じて驚きました。台湾に着いたら豪雤で幸先悪いなと思

いましたが、歓迎会で GTと顔吅わせをしたり、楽しくゲームできて、いい実習に

したい！と思いました。始まったら、話し吅い、教案の作成、授業資料の作成、

授業、反省、次の日の教案への意見、評価、話し吅い、教案の改定…と目まぐる

しく 1日が過ぎていき、考えて考えて、話し吅って、意見をぶつけあって体力と

精神を削る日々でした。思った通りに進めることができず、イライラしてる時も

あったと思います。それでも、諦めずに一緒に活動してくれた GTとあゆにはとて

も感謝してます。他のクラスの様子も自分のやる気を出させてくれるいい存在で

した。また意見や評価をしてくださった、つばめ先生や、中畠先生、卒業生の方

にもとても感謝しています。そして、なにより甲南キャンプに参加してくれた生

徒に感謝してます。決してうまい教え方では無かっただろうけど、毎日来てくれ

て、聞いてくれて、ありがとうって言ってくれて本当に嬉しかったです。この機

会を忘れることなく今後の日本語教育への糧にしたいです。あゆ、やなぎ、まり、

れいちゃん、シシ、ありがとうございました！ 

 

    這次的甲南營是讓我第一次體驗到台灣、第一次體驗到日語教學的寶貴經驗。

在日本時透過 LINE和 GT們溝通連絡，其中，因為彼此的主張不同傳達不易而使回

覆頻率降低，或是因為提出的教案不斷被駁回而感到很不安，但 GT們的日文程度

很好，就連使用關西方言都可以溝通也著實讓我嚇了一跳。到台灣的第一天就下大

雤，原本讓我覺得是個不好的預兆，但在歡迎會時和 GT們見了面、一起開心的玩

遊戲，也讓我開始覺得「希望自己能讓這次的實習很成功」。活動開始後，討論、

編寫教案、製作上課講義、道具、上課、反省、聽取老師們對隔天教案的建議以及

對當天課程的評價、再討論、修改教案……，就這樣忙碌度過每一天；不斷的思考、

討論、意見相左，真的讓我覺得事非常耗費體力與精神的一段日子，有時也因為事

情不如預期一般順利而感到煩躁。真的很感謝儘管如此還是沒有放棄而一直給予幫

助的 GT們；看了其他班級的上課情形，也讓我覺得必須提起幹勁更加努力。再來，

也十分感謝給予我們許多建議和批評指教的淑燕老師、中畠老師以及已經畢業的前

輩。最後，真的非常感謝來參與這個課程的學生們，雖然我教的並不是很好，但你

們每天都願意來上課，還向我們道謝，真的讓我覺得很開心。而我也希望能夠記取

這次的經驗，使其成為之後我在日語教育方面成長的糧食。 

    あゆ、やなぎ、まり、れいちゃん、シシ，謝謝你們！ 



 

井本歩侑 あゆ 

 今回の甲南キャンプでの体験は自分にとって全てが初めてでした。台湾に行くの

も、大勢の前で授業を進めることも、実際の日本語学習者に対して教えることも。楽

しみという気持ちはもちろんあったのですが、正直不安のほうが大きいまま甲南キャ

ンプをむかえました。私たちの担当した Dクラスの生徒は五十音ができるようになっ

たばかりの初級の学習者でした。授業をうまく進めなければ、教案の時間通りに進め

なければ、と自分で必死になったのが一日目でした。できるだけ詳しく書いたつもり

だった教案も時間の設定が大きく間違っていたのでほとんど役に立ちませんでした。

初日から教えることのむずかしさを身をもって体感し、たったの 1週間がはるか先の

ように思えました。二日目からは休み時間に生徒に話しかけ、みんなの名前を覚える

ようにして少しずつ距離を縮めようとしました。その結果、クラスの雰囲気も少しず

つ賑やかになっていきました。また、私たちと生徒だけでなくもともと知り吅いでは

なかった生徒同士が仲良くなる姿も見られました。日にちを重ねるごとに授業がどん

どんうまくなるほど順調ではなかったことが自分の力不足を認めざるを得なく悔し

かったのですが、生徒が授業に参加してくれている、頑張って練習している、日本語

を使って私に何かを伝えようと話しかけてくれることが何よりも嬉しくこれが「やり

がい」なのだと実感しました。想像していたよりうまくいかずもどかしかったところ

もあるのですが、最終日にはそれをはるかに超える達成感と喜びでいっぱいになりま

した。たくさん手助けをくれた GTには感謝してもしきれません。甲南キャンプを通

してめったにない経験ができた上に素晴らしい出会いがあったことを誇りに思って

います。 

 

 這次在甲南營中的體驗，對我而言可以說全部都是第一次。去台灣也是、在

許多人面前上課也是、實際教學生日文也是，雖然心中也對活動有許多期待，但老

實說，比起期待，更多的是不安。而我就這樣抱著不安的心情迎接了這次的甲南營。

我們所負責的 D班，是只有學習過五十音的初學者。正式上課的第一天，我不斷想

著「必須讓課程順利進行」、「不照著教案的時間安排不行」，但盡可能寫得很詳

細的教案與實際課程，卻在時間的安排和運用上有著很大的差異因此沒派上什麼用

場。在第一天上課就親身體會到授課的困難度，也讓我覺得接下來的一個星期真是

遙遙無期。從第二天上課開始，我們利用休息時間和學生們聊天、努力記得他們的

名字，這樣和大家拉近距離之後，班上的氣氛也開始熱絡了起來。不只是我們和學

生之間熟悉，原本互相不認識的學生們也開始熟悉彼此並成為好朋友。一天天過去，

授課的情況也漸入佳境，雖然不順利的時候還是會因為自己的能力不足而感到懊

悔，但看到學生們願意參與這個課程、認真練習日文、用日文和我聊天並努力試著

向我傳達，真的讓我感到無比的高興，同時也讓我感受到「努力的價值」。雖然有

時也因為事情不如預期般順利而感到失望，但最後一天，我感受到的是遠遠超過失

望的成就感與喜悅。而我對活動中總是給予我幫助的 GT們更是懷有道不盡的感謝。

在甲南營這個寶貴的經驗裡，能夠與你們有一段美好的相遇，我感到很驕傲。 



 

ｓ03150107日文二Ａ 莊為植 シシ 

甲南キャンプに参加する前に、先輩たちや友達などから甲南キャンプに

参加すれば、日本人と喋れるし、日本の料理を作ったり食べたりできる

し、いろいろ勉強になれると聞きましたから、参加しようと思いました。

やっぱり甲南キャンプの時、たくさん楽しい思い出ができたり、どうや

って日本語を教えるのを見学したり、先生が唄ってパフォーマンしてく

れたり、そして、無料なご飯をいっぱい食べたりして、とっても楽しか

ったです！最大の獲得は、日本人としゃべる機会だったと思います。甲

南大学の GTたちは中国語がしゃべれないので、交流したい時日本語を

使わなければならないから、一週間日本語をしゃべって、上手になった

気がします！甲南キャンプに参加して、よかったと思います！ 

 

  參加甲南營之前，我從學長姐、朋友們聽說參加甲南營的話可以和日

本人說話，也可以體驗日式的料理，也可以學得很多的東西等等，所以我

決定要參加甲南營。果不其然，甲南營帶給我許多開心的回憶，我也學會

了如何做日文的教學，老師們也為我們唱歌表演，而且我還吃了一堆免費

的食物，真的是太爽了。我覺得參加甲南營最大的收穫，應該就是能夠跟

日本人說話吧。甲南大學的ＧＴ不會說中文，所以在交流的時候必須使用

日文。整個一周的甲南營全部都使用日文說話，讓我感覺我們日文有些許

進步了呢。有參加甲南營真棒。 

 



S03150113 日文二 A 林妙慈 まり 
  

初めて甲南キャンプという活動のことを聞いたのは一年生の時です。私

は日本語を教えることに興味があり、初めてこの活動のことを聞いてか

ら、二年生の夏休みは絶対にこの活動に参加すると決めました。最初、

私たち Dクラスの教案はちょっと順調に行かなかったのです。毎回出し

た教案は、先輩たちに直したほうがいいところがいっぱいあると言われ

ましたから、「これからの活動は大丈夫なのかな？」と心配しました。

でも、私たちは何回も討論して直して、やっと順調にできました。甲南

キャンプの 1日目の一限目、皆は経験がないから、今はどうしたらいい

かちょっとわからなかったのです。しかし、皆で団結し、何度も話し吅

ったことでこの活動を成功させて、よかったと思います。 

 この二週間毎日は大変で、睡眠不足から、教室の後ろに立てた時ずっ

とあくびをしていました。どのような授業であっても一生懸命に日本語

を勉強する生徒達の姿を見て、私はとても感動しました。私は、生徒達

がアンケートで書いてくれた素晴らしい感想にいつも励まされていま

した。私も頑張らなければならないと思いました。甲南キャンプでいろ

いろなことを経験して、自分も成長したと思います。日本人の友達もで

きました。本当に嬉しいです！ご飯を食べる前にメニューを翻訳するの

が懐かしいです。仲間たちと一緒に食べたり、悩んだり、遊んだりする

ことは最高な思い出だと思います。とても充実した夏休みでした！みん

なお疲れ様でした！ありがとうございました！Dクラスの皆が大好きで

す！   

 

 

  第一次知道這個甲南營的活動是在我一年級的時候，因為對於教日文抱

持著很大的興趣，那時就決定二年級的暑假一定要參加這個活動。一開

始，我們這組的教案在活動前討論的過程中一直不怎麼順利，每次交出去

的教案都被學長姐說需要改的地方非常多，也因此非常擔心活動開始後的

狀況，所幸在經過多次的修改後，順利的完成了。因為大家之前都沒有經

驗，活動開始的第一節課，大家有點不知所措，不知道這裡該做什麼，現

在該做什麼，還好在大家的團隊吅作下，在第二節課就改善了很多，在接

下來的五天裡也都很順利地完成了每個任務。 

    雖然在這兩個禮拜的活動期間每天都相當的累，而且又睡眠不足，在

教室後面支援上課時都一直在不停偷偷地打哈欠，但每當看到學員們非常

認真在上課、還有學員們寫的心得回饋單，都讓我看了非常的感動，我也

要好好努力加油才行！反而是被學員們鼓勵了呢！在這個活動中學到了

不少處理事情的經驗，覺得自己也成長了很多，最重要的是交到了日本人

朋友，互相交流了許多的文化，也很懷念每天吃飯前都要幫忙翻譯菜單，

和夥伴們整天膩在一起，一起吃飯，一起煩惱，一起出去各個地方玩，暑

假從來沒這麼充實過，大家辛苦了！非常謝謝大家！最喜歡 D班的大家

了！ 

  



 

s03150104 日文二Ａ 吳芮穎 れい 
 

 

去年、友達に誘われたので、甲南キャンプに参加しました。その時は

もう、今年も参加すると決めました。日本語でおしゃべりすることとど

んな方法で甲南教案を準備することを学びたいです。ＤクラスのＧＴた

ちに会った前に、自分の日本語が下手ですから、心配しましたが、あゆ

とみきてぃーとやなぎとまりとシシはほんとに優しくて面白いですか

ら、多少安心しました。みんなと一緒に教案を準備したり、毎日ごはん

を食べたり、観光地に行ったりして、ほんとに嬉しかったです。授業が

始めたばかりところ、みんなは緊張して、恥ずかしいと思ったのですが、

最後の発表はみんなで一生懸命に考えて、リハーサルして、順調にでき

ました。この一週間は疲れましたが、生徒たちの頑張って日本語を勉強

する姿を見て、感動しました。 

 甲南キャンプに参加して、ＧＴになって、とても疲れました。最初は

日本に住んでる学生と討論しました。誰もまだお互いの性格がわからな

いまま、一緒に教案を準備しました。実際に会ってから、すぐ先生たち

に授業の計画を報告しなければなりません。この十日間はとても忙しい

ですが、充実した十日間です。Ｄクラスのみんな、ありがとうございま

した 

 

 

去年在朋友的邀約之下，參加了甲南營。因為去年的經驗，今年就決定來

當 GT。除了想多和日本人相處，也想知道要如何準備一個課程。同一組的

GT，在之前的課堂上從未一起吅作過、而且自己的日文程度不是非常好，

所以十分擔心。但是同一組的夥伴們やなぎとまりとシシ和あゆとみきて

ぃー每個人都很認真很親切也很好玩，讓我放心不少。大家每天一起討論

教案、檢討課程，一起吃飯又或者一起趁著空檔去觀光景點逛逛，非常開

心。課程一開始，大家都很緊張害羞，但是到了最後一天的發表，大家一

起努力吅作，表現出最棒的一面。這一個星期很疲憊辛苦，但是看到學員

們努力學習這一星期所教的課程，真的很感動。 

    甲南營，當 GT，雖然真的很辛苦，一開始要和遠在日本的學生討論教

案，不僅距離遙遠，還一點都不知道彼此的個性，就要一起準備教案。見

面後要馬上就要跟老師報告課程，緊接著就是上課，十天忙得不得了，可

是很充實，真的非常感謝 D班的各位。  

  



 

 

S03150141  日文二Ａ 邱琦紋 やなぎ 
 

今回の甲南キャンプは自分にとって、貴重な経験だと思います。 

一年生の時からずっとこの甲南キャンプのこと知っていたのだが、今

年は初参加で、Dクラスの GTを担当しました。最初、甲南キャンプって、

一体どのような活動なのかがよくわからなかったので、かなり不安を抱

きました。そして、準備期間では Lineで日本側のメンバーと連絡取っ

てたのだが、お互いの意見がかなり違ったことでコミュニケーションが

うまくできなくてさらに心配になりました。しかし、実際にあゆとみき

てぃーに会って、話し吅って、一緒に活動してきて、はっきりお互いの

考えや意見がわかった上で、無事に今回の甲南キャンプの終わりを迎え

ました。 

 この十日間、正直に疲れたと思いました。教案発表、授業、反省会、

話し吅い、教案作り、修正…繰り返した日々を過ごしました。忙しかっ

たり、体調が悪かったり、予想通りにうまくできなかったり、できれば

授業以外メンバーのみんなにいい思い出を作らせたいのだが、時間が足

りなくて悩んだりして、落ち込んだこと、またはイライラしたこともあ

りました。それでも、諦めずに一生懸命に活動してくれたメンバーたち

と毎日授業に来てくれた生徒たちに、または毎日沢山のアドバイスをく

ださった先生たちに感謝しています。この夏休みで、みんなと最高に楽

しい交流ができて、とても勉強になったと思います。ありがとうござい

ました。 

 

 

    我認為這次的甲南營對我而言是非常寶貴的經驗。其實從一年級開始

就一直知道甲南營這個活動，而這次是我第一次參加並且擔任 D班的 GT。

一開始，因為對於甲南營具體的情況不太清楚，所以感到很不安，再加上

用 LINE和日方成員聯絡時，因為雙方意見相左、難以統整，溝通得並不

順利，所以更加感到擔心。但，活動中實際和あゆ、みきてぃー討論、吅

作，在確實了解雙方想法並取得共識的基礎上，總算是順利完成了這個活

動。 

    活動的這 10天，說實話真的覺得很疲憊。教案發表、上課、反省會、

討論、編寫教案、修正……，就這樣重複過著忙碌的每一天。再加上因為

忙碌、身體不適，事情不如預期來得順利，以及希望除了活動之外，可以

有點休閒時間讓大家都留下美好回憶，但時間卻好像永遠不夠而擔心、煩

惱，感到很力不從心，甚至也有覺得煩躁的時候。但是，真的很感謝雖然

如此卻還是互相幫助一起完成這次活動的成員們以及願意每天來參加課

程的學生們。同時也非常感謝每天關心我們的上課情形並給予我們許多建

議與肯定的老師們。這個暑假，能夠和大家一起活動，一起完成一個精彩

的交流，真的讓我學習了很多，謝謝大家。 

 



甲南キャンプ感想 

Ｅクラス 

 

 

 



何物にも代えがたい五日間 

 12 日間の甲南キャンプを経て、私は貴重な経験を得ることができた。これまで海外に出た

ことがなかったので、日本との文化や習慣の違いに戸惑い、日本語が通じないことに大きな不

安を感じることが多々あった。だが、それらは私にとってとても新鮮な感覚で、不安と同時に

楽しさをおぼえた。 

そして何より印象の強い経験は、8/22 から 8/26 まで実施した日本語の授業である。一週間

の授業計画は前々から考えられており、東海大学の GT たちと協力して、12 人の生徒に日本語

を教えた。月曜の授業は、授業の容量が分からなかったり先生側と生徒が双方とも緊張してい

たりというのもあって、授業中盛り上がりに欠けていた。その日の反省会の時点でもう雰囲気

づくりに失敗したと私は落ち込んだが、そこで助けてくれたのが東海大学の GTたちだった。

みんな緊張していたからしょうがない、明日はゲームも取り入れるしきっと大丈夫と、何度も

励ましの言葉をかけてくれて、次の日の教案と教材を手分けして考えようと奮起してくれた。

みんなの頑張りもあり、火曜日からは授業の雰囲気がどんどん良くなっていった。繰り返しの

復唱練習に生徒たちは怠けずきちんと復唱してくれたし、ゲームや調理実習の際には生徒同士

で話し合って意欲的に参加してくれた。金曜日の成果発表会では、こちらが見る限りでは心底

楽しそうに発表していたように思う。 

このように、生徒たちも先生側も満足してキャンプを終えられたことで、自分にプラスとな

る経験と思い出となった。来年以降は、より多くの人に参加してもらいたいと思う。 

什麼都無法替代的五天 

 經過了 12 天的甲南營，我獲得寶貴的經驗。因為至今都沒有去過國外的經

驗，對於和日本的文化、風俗習慣的不同而感到不知所措，也常常對語言不通感

到不安。  

  但是，那些對我而言是非常新鮮的感覺，不安的同時也記得其中的樂趣。比

任何事情都令我印象深刻的是，8/22 到 8/26 開始的日文課程。一個星期的授課計

畫書從之前就事先預備好。而且和東海大學的 GT 們合作，教授 12 位學生日文。

星期一的課程，因為不太清楚課程的份量，以及學生和老師雙方都很緊張，所以

欠缺上課的氛圍。在當天的檢討會時候，雖然營造上課氛圍失敗，讓我很沮喪。

但是在那時候幫助我的東海大學的 GT 們，對我說了好幾次：「因為大家都很緊

張所以課程不順利是無可奈何的事，明天加入遊戲後，一定沒問題的。」這樣的

話來激勵我。我和大家一起振作起來，並思考隔天的教案和教材分工。因為有大

家的努力，從星期二開始，上課的氣氛逐漸變好。學生們對反覆的練習，不會偷

懶，並認真地重複練習。還有遊戲和做料理的時候，學生們互相討論，而且很有

幹勁地參加活動。星期五的成果發表會，光是在台下看，就覺得學生們好像打從

心底很開心地在發表。 

  就這樣，學生們和老師都很滿足。甲南營結束了，而這些經歷變成提升自己

的經驗和回憶。明年以後，希望有更多人參加。 

 

小柴智菜美 ちー 



S03150119 張瑜雯 タコ 

    參加甲南營的契機是聽學姊說有這個活動，學姊說參加的話，會交到很多日

本朋友，日文也會變好，所以我就參加了甲南營。暑假的時候，我成為了 GT 和

E 組的大家一起想上課的內容、想讓學生們容易理解的方法、討論教案。因為大

家都有打工所以每次會議幾乎都 11 點才開始。那時候，雖然我常常想睡覺但是

看到大家都很努力，我也必須要努力才行。之後，甲南營開始了，然後我們認識

了チーちゃん。上課的第一天，我們很緊張，一直想說能不能做得好。我們為了

上課能順利地進行，拼命地向學生們解釋。但是第一天 E 班和其他班相比氣氛非

常的低迷，我覺得很挫敗。我覺得是我們的錯，因為我們對教學方式還不太清楚。

但是也因為這樣大家更努力了。檢討會之後，我們得到工作人員的建議，換了教

學方式，所以第二天上課順利很多。我真的很謝謝他們。接下來的第三天是做料

理，我們的料理是蕨餅。學生們都看起來很開心。第四天教了文型、數字和新的

單字，學生們邊玩遊戲邊記住數字的唸法。最後一天是發表會，大家都能記住台

詞，而且最後的表演大成功。一開始 E 班的氣氛是最低迷的，但是到最後卻是氣

氛最高昂的一班。想到這個，即使是現在還是很感動。這五天雖然很累也很開心。

因為甲南營才知道當老師是個辛苦的工作。最後，這五天和チーちゃん一起吃飯，

去很多地方，討論教案，真的很開心。參加甲南營認識チーちゃん真的很棒。 

 甲南キャンプに参加するのきっかけは先輩からこの活動を聞いた。先輩はこの活動を参加し

たら、日本人の友達ができて、日本語も上手になると言っている。そして、私は甲南キャンプ

に参加した。夏休みの時、私は GTになって、Eグループのみんなと一緒に授業の内容を考え

て、生徒たちに分かりやすいの方法を考えて、教案を話し合った。みんなアルバイトをしてい

るので毎回の会議はほぼ 11 時から始まった。その時、私はいつも眠いですがみんなはそうな

に頑張って、私も頑張らなければならないと思った。そして、甲南キャンプが始まった、私達

はチーちゃんに会った。 授業の第一日、私達はとても緊張した、ずっと自分ができるかとう

かと考えた。私達は授業がうまくなるために一生懸命生徒たちに説明した。しかし、第一日 E

クラスの雰囲気は他のクラスに比べるととても低いで、私は挫折感を味わった。それは私達は

授業のやり方をよくわからないで、私達のせいだと思った。でも、そのためにみんなもっと頑

張った。検討会の後、私達はスタッフからのアドバイスをもらって、授業のやり方を変った。

そして、第二日、授業がうまくなった。私は本当にスタッフたちに感謝している。次の第三日

は料理を作った。私達の料理はわらび餅だった。生徒たちは楽しそうと思った。第四日は文型

と数字と新しい単語を教えた。生徒たちはゲームをしながら、数字の読み方を覚えました。最

後の日は発表会で、みんな台詞を覚えてくれた。それに、最後のパフォーマンスは大成功だ。

最初、E クラスの雰囲気は一番低いだが最後はテンションが一番高いクラスだった。それを思

い出したら、今までも感動した。この五日間、疲れたげと楽しかった。この甲南キャンプのか

けて、先生になることは大変だと分かった。最後、この五日間チーちゃんと一緒に食事をした

り、多くの所に行ったり、教案を話し合ったりして、本当に楽しかった。この活動に参加して、

チーちゃんに会って、よかった。 

 



s03150157黃妍明 さだこ 

從學長姐的口中得知甲南營當 GT 的事，我就一直在想，不來當一回 GT 的

話，我一定會後悔，於是決定在大二的暑假，提前飛回臺灣參與甲南營。 

在放假的期間，我們台方和日方通過線上討論的方式商討教案、流程等等，

而我因爲網路原因一直沒有辦法參與到線上討論，讓我十分困擾，擔心自己什麼

都不清楚，幫不上組員的忙。多虧組長每次討論後都將新的情報告訴我，讓我瞭

解組內準備情況。 

日方來到東海大學以後，我們終於可以面對面討論教案。抓緊教案發表會前

的時間，儘可能完善我們的教案，修改我們的教學方法，祈禱在發表會的時候老

師認同我們的教案。果然在發表會，老師給了我們很多的教學建議，這促使我們

重新思考我們的教學目的與教學重點。 

由於我們的教學對象是一羣完全沒有日語基礎的學生，所以我們絕大部分時

間都會利用 ppt 整理了許多日常的單詞與可愛的圖片，再結合句型，讓學生反覆

地記憶、練習。有了這種方式，學生比我們預期要輕鬆地學習到了日文，也讓我

們的教學方式受到了老師的認同。 

甲南營授課的每一天都是痛並快樂着的。雖然早上要早早起來去上課，但是

課堂上的活躍氣氛趕走了我們的疲倦。雖然下午的檢討大會都需要面對大家發言，

感覺很可怕，卻鍛鍊了我們的日文口語。雖然每天都要準備 ppt、道具到很晚，

但是組員陪伴着，一起奮鬥一起說笑，真的超級難忘。 

對於我來說，參加加甲南營，確實是一個非常棒的經驗。準備和教學過程很

不容易，但是到最後發表大成功的時候，是滿滿的自豪感！！ 

先輩から甲南キャンプのＧＴになるという情報を知っていて、私はＧＴにならなかったら、

将来絶対後悔するだと思ったから、今回の夏休みに早めに台湾に戻って、甲南キャンプに参加

して、ＧＴになることを決めた。 

夏休みのあいだで、ＧＴたちが日本方の小柴さんとよく Skype やラインで教案などを討論し

たが、私はある原因でみんなと討論できなかったから、グループに手伝えないと心配した。で

も、グループのリーダーがよく新しい情報を伝えってくれたおかげで、私はグループの状況を

分かった。 

教案の発表会まで、先生達の賛成を得るように期待して、私達がずっと教案をうまく直した。

やっぱり、先生がたくさんのアドバイスを与えてくれて、私達がもう一度教育の目標と方法を

考えて、教案について調整をした。 

生徒が五十音が全然できないんですから、ＧＴがよく使う単語と写真をまとめて、可愛いＰ

ＰＴを作った。授業に、いつもＰＰＴを使って、単語と文型を教えて、生徒たちが繰り返し練

習した。この通りに、生徒たちが日本語を勉強しやすくて、簡単な自己紹介も上手になった。

先生たちが私達にこの方法を褒めた。本当によかったと思った。 

授業の一週間に、毎日が大変だったが、嬉しかった。朝、早く授業をし、眠かったが、生徒

たちが積極的に反応してくれて、クラスにいい雰囲気になった。午後の検討会で、発表をしな

ければならなかった。日本語がよくないので、いつも緊張した。しかし、ＧＴたちが私に多い



援助を与えるし、日本人のチーさんも私の日本語の文法が間違ったところを助けて直して、私

はさらに多く自信を持った。毎日深夜まで、グループのみんな一緒に翌日の道具やＰＰＴを準

備しながらおしゃべりした。いろいろな日本についての情報を聴いた。面白かった。 

私にとって、台湾に戻って、甲南キャンプに参加することは正解だ。珍しい経験だと思う。

教案を準備したり、授業をしたりすることが大変だけど、最後の発表が大成功だった。満足感

がいっぱい！！ 

S03150124 楊永翔 翔子 

坦白說，我是在日方來台後才開始明白狀況的。雖說在事前感覺要做的事情

很少(活動開始才知道原來因為我們的組長雅鈞學姊非常辛苦地和日方討論所以

事情才不多)，在活動中也沒有負責做太多的決策，但光是能盡全力地配合、支

持ちー、雅鈞學姊，就讓我覺得我確實認真地打了漂亮的一仗，也讓我對這次的

活動有了一個成功的印象。 

    我不是個喜歡參加活動的人，在團隊裡也很在意其他人的眼光，有時會沒什

麼安全感，但我也承認，平時不會在一起的人們一起辦活動確實是個拉近距離的

好時機。很高興和盛豪、瑜雯、妍明、雅鈞、ちー在一組，很欣賞盛豪的果斷決

定，瑜雯的處處留意，妍明的許多點子，雅鈞豐富的經驗、包容組員，ちー的認

真……。當然大家也不總是好聲好氣的，也是會有爭執、不一樣的意見，但大家

仍然不用脾氣來談，而是好好地理性討論，讓我為我們這組感到驕傲。這一周下

來，我真的喜歡著每一位一起努力的夥伴們。 

    而我這次的學習是：第一，面對緊張。在日方來台灣前一晚，我在床上緊張

地睡不著；在上台被淑燕老師盯教案，我緊張地一直偷發抖；在甲南營正式教課

的前一晚，我還是緊張。在許多的挑戰開始之前以及進行當下，不安的心會一直

在折磨我，而我要學習怎麼克服它。以及，活動前要進入狀況。我事前準備做得

不夠多，沒有參考之前的教案，是我下次要注意的地方。一起努力的全甲南營

GT 們，大家辛苦了~遇見大家真是太好了。 

 正直、日本側のみんなが来る前に、教案や活動内容などあまり知りませんでした。でもグル

ープの全員がフェース-ツー-フェースで討論した後、状況がだんだんわかってきました。私は

教案の内容をあまり決めなかったが、決めた教案を執行する担当として、精一杯やってくれま

した。リーダーのゆきと先生のちーに役に立てるから、今度で自分がよくやったと思っていま

す。 

 そう言うけど、私はよく活動を参加している交際上手な人ではありません。今回メンバーと

一週間の付き合いたから、活動で人々が知り合えることを知って、それは楽しめることと感じ

ました。かきのきっぱりとした態度、たこの心遣い、さだこのいいアイディア、ゆきのたくさ

んの経験とちーが授業していた真剣な態度、それらは私が気に入っているものです。この一週

間にみんなが意見が割れて口論するときもあるだけど、最後までちゃんと穏やかに話し合って

本当に”素晴らしい“と思っています～ 

 そして私の反省点は、まず、緊張しやすい性格です。日本のみんなが台湾へ来る前の夜に、

私はベッドで眠れませんでした。教案の内容を報告していたとき、先生たちと GT 全員が見て



いるから緊張して、こっそりと体をびくびくと動かしていました。なんか緊張すぎて、おまり

思考できないので、その緊張しやすい性格を降り越えなきゃならんと思っています。そして、

活動を始まる前に状況を分かったほうがいいです。事前の準備は大切だと知っているだけど、

実際に準備不足なので、今度改善すべきです。 

 それで、みんなに出会って、よかったです～まだ会いましょう。 

s1011349 蔣盛豪 カキ 

  這次的甲南營是我第一次參加，也是首次以 GT 的身分參加。在行前的準備、

教案的規劃，或是和同組的成員討論時，其實都在想，處理這些東西好麻煩。不

過這幾十天下來，深深覺得擔任一位教學者，雖然辛苦，但收穫非常豐富。 

  我們負責的班級是 E 班，學生都沒學過五十音，對日文的掌握是零。但是在

短短的五天，學生們可以用簡單的會話做自我介紹。相信對學生來說，這是一件

很有成就的一件事。對我們教學者而言，也是一件值得開心的事。在活動的過程

中，主要擔任教學的人是日本方的成員。但在教案的規劃、設計上，每個成員都

有出一份心思。我認為我們在這活動中，學到最多的事情是溝通。在教案的實行

上，每位成員對教案的理解都不一樣，所以在第一天稍微遇到了瓶頸。但在之後

的討論之中，我們多花了時間在確認教案上。不管是台方還是日方，即使使用的

語言一樣，但是在理解上還是有差異。這一點不管在中文的使用還是日文的使用

都是一樣的。 

  這次是我第一次參加甲南營，應該也會是最後一次，畢竟待在學校的時間不

長了。非常開心地獲得這樣寶貴的經驗。 

 今回の甲南キャンプは私がはじめて参加して、GTとして参加した。活動前の準備のとき、

教案のプランニングのとき、あるいはグループのメンバーと話し合うとき、とても面倒くさい

と思っている。でも十日ぐらいを過ごしてから、授業の担当として大変だが、いろいろなこと

を勉強した思っている。 

 私たちのクラスは E クラスだ。生徒たちは五十音がまた学ばない。日本語の接触はゼロだ。

しかし、五日を過ごしてから、生徒たちは簡単な会話で自己紹介をできる。生徒たちにとって、

これはいっぱい達成感があることだ。私たちにとって、これも喜ぶことだ。活動の過程で、主

な授業担任は日本の方のメンバーだが、グループのメンバーは教案の準備と設計が力を出てい

る。私がそう思う。この活動で、よく勉強したことはコミュニケーションだ。なぜかと言うと。

教案の実行の上で、メンバーの理解が違うので、一日目に困難に遭ってしまった。だから、皆

は多い時間で教案を確認し、討論を繰りかえっている。同じ言語を使うが、理解が違うかもし

れない。中国語も、日本語も。 

 今回は初めて甲南キャンプを参加した。多分最後だ。貴重な経験をもらった。私がとてもう

れしい。 

 

 

 

 



S1021926 張雅鈞 ゆき 

參加這次甲南營的契機在於老師的一句話。老師說參加甲南營後能夠大幅提

升日語能力，於是我就和朋友一起參加了甲南營。 

其實，身為組長有許多不得不做的事。例如：確認關於教案的內容、教法的

確認、料理器具的確認等。因為我是屬於責任心比較重的人，所以覺得很多事情

要確認後再執行比較好。然而，身為組長最重要的是支持組員。支持組員的各個

意見，再統合，然後，再分配適合他們的工作，讓他們去發揮自己的長才。 

甲南營的準備過程，每一天都熬夜到很晚，很累、很辛苦，但是，最後的成

果是讓我們整組都很自豪的。我們讓一群一開始連五十音都不會的孩子們，在最

後的發表會上能夠用簡單的日語對話，並且唱歌、表演簡單的劇。真的很感謝我

的組員們願意陪著我辛苦到很晚，以及，願意接受我的嚴格要求，很想跟他們說：

謝謝你們！辛苦了！感謝有你們陪著我，我們才能達成這麼棒的成果。對不起！

讓你們這麼辛苦。 

參加甲南營之後，除了我的日文能力的提升之外，還有處理事情和臨機應變

的能力也提升了，以及，最重要的是我有了一生都忘不了的美好回憶。很感謝能

夠獲得如此棒的經驗。謝謝甲南營，讓我們在這裡相遇，讓我們對於彼此有更深

的革命情感！ 

甲南キャンプを参加したきっかけは先生の一言だった。あの時、先生は「甲南キャンプを参

加した後、日本語の能力が高めるのはできるよ！」と言った。そして、友達と一緒に甲南キャ

ンプを参加した。 

しかし、組長としてはいろいろなことをしなければならない。例えば、教案についての確認

や教え方の確認や料理器具の確認などをしなければならない。私は責任感が強い人だから、

様々なことを確認したほうがいいと思う。それでは、組長としては一番大切なことはメンバー

のことを支えている。メンバーの意見を支えて、まとめして、メンバーたちの仕事をめいめい

に割り振る。それはメンバーたちのために、自分の長所を発揮するように望む。 

甲南キャンプの準備は毎日遅く寝られる。苦しくて、疲れたが、最後の成果は私たちが一番

誇らしかった。私たちのクラスの程度は五十音でさえわからない子供たちだ。でも、最後の発

表会で簡単な日本語の会話ができた。そして、歌って、簡単な劇をパフォーマンスした。私は

メンバーに本当に感謝した。ずっと私と一緒に大変なことをやっている。そして、私の厳しい

要求をしてくれた。私はメンバーに言いたい：「ありがとうございました！お疲れ様でした！

ずっと私に付き合ってくれて、こんなすばらしい成果ができてありがとう。ごめんなさい、そ

んなに疲れた。」 

甲南キャンプを参加してから、日本語の能力が上手になった。そして、臨機応変に物事に対

応するのも高めた。一番大切なことは皆のおかげで一生忘れられない思い出を作った。それで、

甲南キャンプのおかげでいい経験があって、皆に会って、皆の感情を深めた。 



2016年の甲南キャンプを終わって 

 

                               中畠孝幸（甲南大学） 

 

 東海大学の学生と甲南大学の学生が協力してクラスを運営する「甲南キャンプ」は、2002

年に始まり、今年で 14回目です。第 1回から今年までの甲南大学から参加した学生を全部

数えてみると、112名であることが分かりました。2年にわたって繰り返し参加した学生は

11名いますので、延べで計算すると 123名ということになります。東海大学からこのプロ

グラムに関わった学生はもっとずっと多いはずですし、日本語を学習する生徒として参加

してくれた人の数はさらに大きな数になるでしょう。今年参加した生徒の数は去年に比べ

ると少し減少しましたが、それでも 60名以上にのぼり、このプログラムが長い時を経て東

海大学の夏の行事として定着していることが分かります。 

 甲南キャンプが始まってから何年かして、東海大学と甲南大学との間で正式に交流協定

が結ばれました。それ以降は、交換留学の形でも両校の学生が両国を行き来するようにな

りました。東海大学から甲南大学に交換留学でやって来る学生は、甲南キャンプを経験し

た学生が多く、一緒に活動した友だちがすでにいる状態で日本に留学でき、留学の不安は

ずいぶん軽くなることでしょう。 

 甲南キャンプは、甲南大学では「日本語教授法実習」という科目名で、日本語教師にな

るための実習という位置づけがされています。もちろんこれまで参加した 112 名がすべて

日本語教師になっているわけではなく、実際に日本語教師になった人は、おそらく 2 割に

満たないのではないかと思います。しかし、現在、台湾では甲南キャンプを経験した甲南

大学の卒業生が 3 人日本語教師として働いています。一人は台北、一人は台中、もう一人

は高雄です。台湾で日本語教師として働こうという気になったのは、おそらく、甲南キャ

ンプでの楽しい経験があり、交流した台湾の学生の暖かさ、台湾という土地の魅力に惹か

れたからでしょう。私は機会があるごとにいろいろな人に台湾の北から南まで卒業生が 3

人働いていることを自慢しています。甲南キャンプを続けてきた成果が形として表れ花開

いたと感じるからです。 

 これまで甲南キャンプを継続することができたのは、東海大学の先生方や運営スタッフ

のみなさんのおかげです。心より感謝を申し上げるとともに、これからも甲南キャンプを

きっかけとして、さまざまな方面で日本と台湾との交流が深まってゆくことを願っていま

す。 
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