
日文系 5 月 17 日-5 月 20 日特別課程週 

 

5月17日（星期二） 

序

號 
時間 教室 主題 策劃者 講授者 語言 附註 

人數

限制 

1 第1-2節 HT007 初級華語教學實務  笹沼俊曉 吳賢妃 中文 

綜合日語3 

（笹沼クラスと瑜珊先生クラス） 

合同授業 

54 

2 第1-2節 HT007 初級華語教學實務 
佐藤良子 

（内田良子） 
吳賢妃 中文 

綜合日語3 

（内田クラスと陳先生クラス） 

合同授業 
54 

3 第3節 C104 流行語・若者言葉の言語学 緒方智幸 緒方智幸 日中 
 

50 

4 第3-4節 A105 

跨國企業應具備的工作能力與態度 

聽聽學長姊的工作經驗（1） 

販售半導體材料和化學材料的日商公司  

工藤節子 

工藤節子+ 

張育淳學姊 
從事半導體相關

（日商） 

工作第6年 

 

① 學長姊介紹→邊聽學長姊分享（影像、

中文）、邊確認內容與查閱（日文或中

文） 

② 交換意見（日文或中文） 

③ 請將學習到的事物以及疑問（更想知道

的內容）寫下來（日文或中文） 

50 

5 第3-4節 LAN012 

地元から専題研究のテーマを見つける

１A 

―台中の仏教、道教寺院と日本― 

北川修一 北川修一 

中国語 

（一部日本語の

資料を使用） 

 

50 

6 第4節 C104 
複合語 

～「焼きねぎ」か「ねぎ焼き」か 
緒方智幸 緒方智幸 日中 

 
50 

7 第4節 A103 和服見聞錄 林嘉惠 林嘉惠 
中文主 

日文輔 

和服小故事、簡介和服種類以及穿著場合。

建議要上周五「和服着付け紹介」的同學

一起報名。 

85 

8 第5-6節 C118 

ジェンダー、人種についてアメリカ合

衆国の学校での緘口令・禁止本リスト

の拡大,コロナウイルス、ウクライナ危

機が炙り出した露骨な人種差別につい

て、外観し、なぜ今なのか考えます。 

古川ちかし 古川ちかし 日本語 

キーワード：Elephant in the room. 

Don’t say it. 

Black Lives Matter, gag-order, book ban 

in US schools 

インドの露骨な人種差別とヒンド

ゥー・ナショナリズム 

シリア難民とウクライナ難民の「違

い？」 

50 

9 第5-6節 C204 

跨國企業應具備的工作能力與態度 

聽聽學長姊的工作經驗（2） 

在中國生產3C 產品收納包的台商公司 

工藤節子 

工藤節子+ 

蘇緯青學長 
（2001年畢業）  

在中國經營公司 

 

① 學長姊介紹→邊聽學長姊分享（影像、

中文）、邊確認內容與查閱（日文或中

文） 

② 交換意見（日文或中文） 

③ 請將學習到的事物以及疑問（更想知道

的內容）寫下來（日文或中文） 

50 

10 第5-6節 HT302 
日本を知る A（日本語は誰のもの？－

日本社会の多文化から考える） 

佐藤良子 

（内田良子） 
東弘子 

（愛知県立大学） 

日本語・ 

中国語の 

逐次通訳 

授業 TEAMs（オンライン授業か対面授

業）。どちらかで出席すること。 

  
 https://ithu.tw/EeoLO 

 

課題提出（Forms）授業の振り返りを提出

してください。 

日本語でも、中国語でもどちらでもいいで

す。 

振り返りの提出期間は、5月17日～22日

（23時15分まで）です。 

50 

https://ithu.tw/EeoLO


  
 https://ithu.tw/GEy1C 

11 第5-8節 
校外 

集合 
「台中中區一公里的散步」走讀課程 白春燕 白春燕 中文 4小時戶外活動 20 

12 第6-7節 LAN202 

地元から専題研究のテーマを見つける

１B 

―台中の仏教、道教寺院と日本― 

北川修一 北川修一 

中国語 

（一部日本語の

資料を使用） 

※１B の授業は１A の授業と同じ内

容です。重複履修は不可。 
50 

13 第6-7節 C102 
物語を読む（初級） 

～「注文の多い料理店」 
緒方智幸 緒方智幸 日中 

 
50 

14 第6-7節 C103 サバイバル日本語 林嘉惠 林嘉惠 
中文主 

日文輔 

介紹自助旅行、短期赴日時的必要生

活用語。 
45 

15 第7-8節 H209 東アジアと沖縄の米軍基地 吉田藍 吉田藍 日本語 

内容： 

1. 沖縄の米軍基地建設をめぐる歴史

と現在（吉田30分） 

2. 辺野古基地建設に関するドキュメ

ンタリーの放映（50分） 

3. 東海大学卒業生沖縄在住琉球新報

記者の呉俐君さんのオンライント

ーク（30分） 

4.質疑応答、感想など 

85 

16 第7-8節 LAN009 當代日本列島的中文作家 笹沼俊暁 笹沼俊暁 中日文  60 

17 第7-8節 C220 

専書導読（特別授業①） 

村上春樹「やがて悲しき外国語」を読

み、考える。  

大西仁 大西仁 日文 
「今学期のテーマと関係がある一

回限りの内容」で行います。 
50 

5 月 18 日（星期三） 

序

號 
時間 教室 主題 策劃者 講授者 語言 附註 

人數

限制 

18 第1-2節 C119 
ことばと社会： 

日本語の多様性をみつめて 
呉素汝 呉素汝 

日本語・中国語

両方 

持ち物---筆記用具、ノート 

（ルーズリーフ等でも可） 
30 

19 第1-2節 LAN011 
日本を知る B 

 (クールジャパンとは何か) 

佐藤良子 

（内田良子） 

佐藤良子 

（内田良子） 

日本語・ 

中国語の 

逐次通訳 

授業 TEAMs（オンライン授業か対面

授業）。どちらかで出席すること。 

 
https://ithu.tw/B9hLu 

 

課題提出（Forms）授業の振り返りを

提出してください。 

日本語でも、中国語でもどちらでも

いいです。 

振り返りの提出期間は、5月18日～

22日（23時15分まで）です。 

 

50 

https://ithu.tw/GEy1C
https://ithu.tw/B9hLu


https://ithu.tw/EDcip 

20 第3-4節 C106 
在日外国人が見た日本、 

日本の台湾ブームを考える 
吳素汝 

杉本麗華 

（大阪産業大学 

非常勤講師) 

中国語 

① オ ン ラ イ ン （  Microsoft 

Teams ）を行う 

② 持ち物---筆記用具、ノート 

（ルーズリーフ等でも可） 

30 

21 第3-4節 C205 

地元から専題研究のテーマを見つける

2 

―日本人から見た台湾寺院の魅力― 

北川修一 小森利恵 
日本語 

（通訳なし） 

※演者は日本語教師、『な～るほど

ザ台湾』記者 50 

22 第3-4節 C219 

跨國企業應具備的工作能力與態度 

聽聽學長姊的工作經驗（3） 

在台灣組裝日本的機械設備， 

並賣給中國的台灣公司  

工藤節子 

工藤節子+ 

宋煜翔學長 
（2013年畢業） 

從事設備相關 

（台灣企業）工作 

 

① 學長姊介紹→邊聽學長姊分享（影像、

中文）、邊確認內容與查閱（日文或中

文） 

② 交換意見（日文或中文） 

③ 請將學習到的事物以及疑問（更想知道

的內容）寫下來（日文或中文） 

50 

23 第3-4節 C102 

専書導読（特別授業②） 

争論「文系学部で何を教える 冨山和

彦・日比義高」を読み、考える。 

大西仁 大西仁 日文 
「今学期のテーマと関係がある一回

限りの内容」で行います。 
50 

24 第5-6節 LAN202 
いっしょに考えてみませんか「私とは

どんなものだろうか」 
呉素汝 呉素汝 

日本語・中国語

両方 

持ち物---筆記用具、ノート 

（ルーズリーフ等でも可） 
30 

25 第5-6節 AG204 「専題研究発表会に向けて」 大西仁 大西仁 日文   50 

26 第5-6節 HT302 

日本を知る C 

（ヨーロッパが創りだした幻想の「日

本」－テキストとイメージの歴史－） 

佐藤良子 

（内田良子） 

内田智秀 

（名城大学） 

日本語・ 

中国語の 

逐次通訳 

授業 TEAMs（オンライン授業か対面

授業）。どちらかで出席すること。 

 
https://ithu.tw/AYgJB 

 

課題提出（Forms）授業の振り返りを

提出してください。 

日本語でも、中国語でもどちらでも

いいです。 

振り返りの提出期間は、5月18日～

22日（23時15分まで）です。 

  
https://ithu.tw/GO8S8 

50 

27 第6-7節 C102 

『万葉集』を読む 

―古代の日本人はどのように漢字を用 

  いたか― 

北川修一 北川修一 
中国語 

と日本語 

 

50 

28 第7節 LAN010 

跨國企業應具備的工作能力與態度 

聽聽學長姊的工作經驗（4）   

生產半導體用光罩的凸版印刷日商公司

(業務) 

工藤節子 

工藤節子+ 

蕭幸宜學姊 
（2004年畢業） 

從事凸版印刷 

（日商）工作 

 

① 學長姊介紹→邊聽學長姊分享（影像、

中文）、邊確認內容與查閱（日文或中

文） 

② 交換意見（日文或中文） 

③ 請將學習到的事物以及疑問（更想知道

的內容）寫下來（日文或中文） 

50 

29 第7-8節 C119 當代日本列島作家書寫的台灣 笹沼俊暁 笹沼俊暁 中日文  65 

30 第7-8節 C101 
近現代表象文化論（特別授業） 

戦時下の映画・アニメを見る 
大西仁 大西仁 日文 

「今学期のテーマと関係がある一

回限りの内容」で行います。 
50 

https://ithu.tw/EDcip
https://ithu.tw/AYgJB
https://ithu.tw/GO8S8


31 第8節 LAN005 

跨國企業應具備的工作能力與態度 

聽聽學長姊的工作經驗（5） 

瑞穗銀行（台中據點） 

工藤節子 

工藤節子+ 

徐安利學姊 
（2004年畢業） 

在瑞穗銀行 

（日商）工作 

 

① 學長姊介紹→邊聽學長姊分享（影像、

中文）、邊確認內容與查閱（日文或中

文） 

② 交換意見（日文或中文） 

③ 請將學習到的事物以及疑問（更想知道

的內容）寫下來（日文或中文） 

50 

32 第8節 C102 我對日本文化的觀察與台日交流的建言 林嘉惠 林嘉惠 
中文主 

日文輔 

聊一聊老師在日本的一些小故事以及從這

些小故事能窺見出的風俗文化意涵。 
45 

33 第9-10節 HT101 當代日本列島作家書寫的中國 笹沼俊暁 笹沼俊暁 中日文  70 

5 月 19 日（星期四） 

序

號 
時間 教室 主題 策劃者 講授者 語言 附註 

人數

限制 

34 
第3-4節 

第6-7節 

HT102 

H204 

久しぶりに日常生活をテーマに作文を

書いてみる（３、４年生対象） 
北川修一 北川修一 日本語 

※３、４年生あるいは N2をすでに

取得しているもの。 

※4時間すべて履修すること。 

50 

35 第3-4節 A106 

跨國企業應具備的工作能力與態度 

聽聽學長姊的工作經驗（6）  

開發遊戲的日商工司 

工藤節子 

工藤節子+ 

趙翎君學姊 
（研究所畢業後第6年） 

從事遊戲相關 

（日商）工作 

 

① 學長姊介紹→邊聽學長姊分享（影像、

中文）、邊確認內容與查閱（日文或中

文） 

② 交換意見（日文或中文） 

請將學習到的事物以及疑問（更想知道的內

容）寫下來（日文或中文） 

50 

36 第3-4節 C103 川柳を作ろう 緒方智幸 緒方智幸 日中 ③  50 

37 第5-6節 LAN001 
聞き手を意識したコミュニケーション

の練習（換位思考的溝通練習） 
今中麻祐子 今中麻祐子 日本語 中級レベルの会話の練習をします。 30 

38 第6-7節 C102 

《日本》という制度がどのように人種

差別を生産しているのか、いくつかの

例から推測し、その台湾の学生たちに

とっての意味を考えます。 

古川ちかし 古川ちかし 日本語 

キーワード：ウクライナ「避」難

民と「准」難民という概念 

「外国人」に対する政府の不透明

な裁量権 

Racial profiling（レイシャル・プロ

ファイリング） 

コロナ下、なぜ「外国人」は入国禁

止になったのか 

50 

36 第6-7節 H304 

跨國企業應具備的工作能力與態度 

聽聽日本留学生回日本之後的工作經驗（7） 

馬達製造的日商公司， 

在台灣銷售（日本與上海兩地工作， 

現在為台灣事業部所長） 

工藤節子 

工藤節子+ 

名嘉浩二 
（2004年在東海 

交換留學） 

從事馬達製造商 

（日商）工作 

 

① 學長姊介紹→邊聽學長姊分享（影像、

中文）、邊確認內容與查閱（日文或中

文） 

② 交換意見（日文或中文） 

請將學習到的事物以及疑問（更想知道的內

容）寫下來（日文或中文） 

50 

40 第6-7節 SS102 「妖怪」概念的形成 笹沼俊暁 笹沼俊暁 中日文 ③  130 

41 第6-7節 SS212 「短編小説を読む」 大西仁 大西仁 日文   50 

42 第8-9節 C104 関西方言の紹介と練習 大力夕加 大力夕加 日本語  50 

43 第8-9節 C108 
日本資訊伝播導論（特別授業） 

原発とメディア 
大西仁 大西仁 日文 

「今学期のテーマと関係がある一回

限りの内容」で行います。 
50 

5月20日（星期五） 

序

號 
時間 教室 主題 策劃者 講授者 語言 附註 

人數

限制 

44 第1-2節 C112 日檢題型要點及線上測驗系統 劉逸強 劉逸強 中文 
 

75 



45 第3節 AG204 「歌で学ぶ日本語」1 緒方智幸 緒方智幸 日中  50 

46 第3-4節 C102 日檢題型要點及線上測驗系統 劉逸強 劉逸強 中文 
 

45 

47 第3-4節 A107 和服着付け紹介 林嘉惠 

林嘉惠＋ 

西川敏凌 

着付師 

中文主 

日文輔 

建議與5/17「和服見聞録」課程一起

報名。 

特別邀請西川敏凌（台灣人，因拿了

西川流的名取以及着付師證照，因此

從事活動時會使用此姓氏）老師介紹

如何穿著男女浴衣。歡迎對穿著簡單

和服有興趣的同學參加。因系上有多

件浴衣，因此强烈建議系學會成員多

多參與，並記錄下來傳承給今後的學

弟妹。 

55 

48 第3-4節 HT302 
日本を知る D 

「名古屋めし」と地域の食文化 

佐藤良子 

（内田良子） 

長谷川洋一 
（名古屋市教育 

委員会事務局 

文化財保護室） 

日本語・ 

中国語の 

逐次通訳 

授業 TEAMs（オンライン授業か対

面授業）。どちらかで出席するこ

と。  

 
https://ithu.tw/DdtHL 

 

課題提出（Forms）授業の振り返り

を提出してください。 

日本語でも、中国語でもどちらで

もいいです。 

振り返りの提出期間は、5月20日～

22日（23時15分まで）です。 

  
https://ithu.tw/UweQQ 

50 

49 第4節 AG204 「歌で学ぶ日本語」2 緒方智幸 緒方智幸 日中  50 

50 第5-6節 C101 
「日本人の言葉と心」、日本語の文法構

造から日本人の意識構造を探ります 
吉田妙子 吉田妙子 日本語  50 

51 第5-8節 C102 「追查林爽文」桌遊課程 白春燕 白春燕 中文 
4小時 

室內活動 
30 

52 第6-7節 LAN007 日本近代文學作品朗讀會 笹沼俊暁 笹沼俊暁 日文  30 

53 第6-7節 HT302 
日本を知る E  

（ 和菓子の文化史にみる遊び心） 

佐藤良子 

（内田良子） 

須川妙子 

（愛知大学） 

日本語・ 

中国語の 

逐次通訳 

授業 TEAMs（オンライン授業か対

面授業）。どちらかで出席するこ

と。 

 
https://ithu.tw/jEUw4 

 

課題提出（Forms）授業の振り返り

を提出してください。 

日本語でも、中国語でもどちらで

もいいです。 

50 

https://ithu.tw/DdtHL
https://ithu.tw/UweQQ
https://ithu.tw/jEUw4


振り返りの提出期間は、5月20日～

22日（23時15分まで）です。 

 
https://ithu.tw/Evho3 

54 第7-8節 LAN009 
『よい文章』とは何かー文の結束性

（cohesion）を追求する 
吉田妙子 吉田妙子 日本語  50 

 
 

https://ithu.tw/Evho3

