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TAKAHASHI, Aya

The course aims to cultivate the ability to think in Japanese through the reading of the 

eminent work about the Japanese mind, “The Anatomy of Dependence” by DOI, Takeo. 

In summarizing the chapters, students are asked to explain their understanding of the 

chapters, discuss related issues, and express their ideas diagrammatically. Through the 

course work, students will improve their understanding of the concept introduced in the 

chapter and broaden their insights into Japanese communication and Japanese society.

Participants can:

① explain their understanding of the concept and express it diagrammatically.

② summarize the contents.

③ compare Japanese interpersonal communication with that in another language and 

discuss similarities and differences between the two.

④ express the results of their own thoughts through oral presentations.

Students are expected to summarize and understand the contents and to express their 

thoughts and ideas based on their understanding. One chapter will be featured in two 

sessions.

1. Guidance

2．Japanese society and Japanese mind

3．Chapter 1 (1) 

4．Chapter 1 (2) 

5．Chapter 2 (1)

6．Chapter 2 (2)

7．Chapter 3 (1)

8．Chapter 3 (2)

9. Chapter 4 (1)

10．Chapter 4 (2)

11．Chapter 5 (1)

12．Chapter 5 (2)

13.Student presentations: features of Japanese communication

14.Student presentations: features of Japanese communication

15．Conclusion　

① Reading the text

② Summarizing a chapter and reporting to the class

③ Preparation for a final presentation　

① Active participation in the course work (20%)

② A chapter summary (40%)

③ An oral presentation (40%)　

土居健郎『「甘え」の構造』（増補普及版）弘文堂、2007年　
Japanese society, Japanese people, Japanese Thought, Oral presentation　
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日本語演習（日本社会と日本人の心）

オンライン
※様々な理由により授業形式が変更となることがある。
第１学期：月／08:45～10:15

髙橋　彩
土居健郎の『「甘え」の構造』を読み、日本語で学術的に思考する力を養う。
授業では、文章の要約、ディスカッション、図による表現を通して、内容の理
解を深めながら、日本語によるコミュニケーションに関する知識と日本社会を
洞察するための視野を広げる。
①理解した概念を図で表現することができる。
②テキストの内容を要約することができる。
③他言語でのコミュニケーションを日本語によるコミュニケーションと比較し

て論じることができる。
④日本語によるコミュニケーションについて、受講者自らが考えた結果を口頭

発表を通して表現できる。
テキストを読み、受講者による要約を通して内容を理解する。また、理解した
ことおよび受講者自らが考えたことを、口頭や図で表現する。一章を前半と後
半に分けて進行する。
１．オリエンテーション
２．日本社会と日本人の心
３．以下、『「甘え」の構造』を読む　第一章を読む（1）
４．第一章を読む（2）
５．第二章を読む（1）
６．第二章を読む（2）
７．第三章を読む（1）
８．第三章を読む（2）
９．第四章を読む（1）
10．第四章を読む（2）
11．第五章を読む（1）
12．第五章を読む（2）
13．日本のことばと社会-受講者による報告（1）
14．日本のことばと社会-受講者による報告（2）
15．まとめ
①テキストの講読
②担当箇所の報告準備
③最終報告の準備　
①授業への参加度（講読、図説、その他指示された事柄の遂行）（20％）
②担当箇所の要約報告（40％）
③最終報告（40％）
土居健郎『「甘え」の構造』（増補普及版）弘文堂、2007年　  
日本社会、日本人、思想、口頭発表
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たかはし あや

　　  じゅぎょうけいしき

　　よう  び　　  じ かん

　　  たん　 とう　 しゃ

　　じゅぎょう　　　もく ひょう

　　　とう たつもく ひょう

　　  じゅぎょうけいかく

　　 じゅん び がく しゅう

せいせきひょうか　　  きじゅん　  ほう ほう

　　　　　　　 きょう　か　しょ

　　　 び　　　　 こう
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