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国 語 Ⅰ（ Japanese Ⅰ ） 

１年・通年・３単位・必修 
機械、電気工学科  担当 武田 充啓 中西 潔

電子制御、情報、物質化学工学科 

 担当 武田 充啓  

〔準学士課程(本科 1-5 年) 

学習教育目標〕 

（３） 

〔システム創成工学教育プログラム

学習・教育目標〕 
〔JABEE基準〕 

〔講義の目的〕 
日本語の能力を総合的に高める。他者との相互理解や相互伝達を円滑なものにするために、理解

力や表現力とそれらを支える思考力や感性を培う。また、言語文化への理解を深め、多様な価値観

を知ることを通して、豊かな人間性を育んでいく。 

〔講義の概要〕 
高等学校第１学年に相当する国語の力を身につけるため、高等学校用の教科書を使用し、様々な

文章を読み、多様な考えに触れる。自分が感じたり、考えたりしたことを口頭や文章によって表現

する機会、クラスメイトの意見や考えに触れ、検討や議論を通して自分の考えを深める機会をもつ。

週３時間のうち、２時間を現代文、１時間を古典（古文・漢文）の時間に当てる。 
 

〔履修上の留意点〕 
授業前に教科書の下読み、知らない言葉の下調べ、古典では指示した本文のノート写しは必ず行

うこと。適宜プリントを使った授業をし、プリントを提出させる。授業中はなるべく発問を多くす

るつもりなので、積極的な発言や質問ができるよう準備しておくこと。また、作文や創作の時間を

有効に使えるように、日頃から問題意識を持って自分や自分の身の回りの世界に目を向けておく 
こと。古典のノートは定期的に提出を義務づける。２週間に１回、漢字テストをする。 

〔到達目標〕 
前期中間試験：１）基本的な漢字や語句の知識を身につける。２）論理的な文章の構成がつかめる。 

       ３）古文を正確に音読できる。 

前期末試験：  １）基本的な漢字や語句の知識を身につける。２）小説の主題がつかめる。 

       ３）漢文の基礎知識を身につける。 

後期中間試験：１）基本的な漢字や語句の知識を身につける。２）文章の論理展開がつかめる。 

       ３）古文の文章の意味が読み取れる。 

学年末試験： １）基本的な漢字や語句の知識を身につける。２）小説を主体的に読解できる。 

       ３）漢文の訓読ができる。 

〔評価方法〕 
定期試験成績（６０％）を基本とし、これに漢字テスト（１０％）、課題・ノート提出（１５％）、

授業態度（音読・発表・取り組み姿勢１５％）を加えて総合的に評価を行う。 

〔教 科 書〕 
教科書名：「改訂版 国語総合」（第一学習社） 
 
〔補助教材・参考書〕 
「新国語便覧（新版初訂）」（第一学習社），「高校漢字必携」（第一学習社），プリント（教員自作）

 〔関連科目〕 
国語の運用能力は、人文科学や社会科学系ばかりでなく、自然科学系の科目の基礎にもなること

に留意して学習すること。 
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講義項目・内容 

週数 現代文講義項目 講義内容 古典講義項目 講義内容 自己 
評価＊

第１週 
ガイダンス 

評論 
山崎正和 
「水の東西」① 

ガイダンス 
古文入門 

『宇治拾遺物語』 
「児のそら寝」 

第 2週 評論 同上② 物語 
『竹取物語』 
「かぐや姫の生ひ立ち」① 

第 3週 小説 
芥川龍之介 
「羅生門」① 

物語 同上② 

第 4週 小説 同上② 物語 文法 同上③ 古典文法練習① 

第 5週 小説 同上③ 物語 
『竹取物語』 
「かぐや姫の嘆き」① 

第 6週 小説 表現 同上④ 作文（感想） 物語 同上② 

第 7週 小説  同上⑤ 紹介とまとめ 物語 文法 同上③ 古典文法練習② 

第 8週 
前期中間試験解説 
評論 

鷲田清一 

「自分・この不思議な存在」①

前期中間試験解説

漢文入門 
「訓読に親しむ（一）」① 

第 9週 評論 同上② 漢文入門 同上②  

第１0週 評論 表現 同上③ 作文（要約） 漢文入門 「訓読に親しむ（二）」① 

第１1週 評論  同上④ まとめ 漢文入門 同上② 

第１2週 短歌 
 

与謝野晶子他 
「その子二十」① 

故事 「漁夫の利」 

第１3週 短歌 「その子二十」② 短歌を作る古代の史話 「先従隗始」① 

第１4週 短歌 
「その子二十」③ 短歌を評価

する 
史話 同上② 

第１5週 詩 
吉野弘 
「I was born」 

史話 同上③ 復習 

前 期 末 試 験 

第１6週 
前期末試験解説 
評論 

外山滋比古 
「知的創造のヒント」① 

前期末試験解説 
物語 

『平家物語』 
「祇園精舎」① 

第１7週 評論 同上② 物語 同上② 

第１8週 評論 同上③ 物語 文法 同上③ 古典文法練習③  

第１9週 小説 
 

原田宗典 
「一瞬を生きる」① 

物語 
『平家物語』 
「木曾の最期」①   

第 20週 小説 同上② 物語 同上②   

第 21週 小説 表現 同上③ 作文（感想） 物語 同上③   

第 22週 小説  同上④ 紹介とまとめ 物語 文法 同上④ 古典文法練習④   

第 23週 
後期中間試験解説 
小説 

志賀直哉 
「城の崎にて」① 

後期中間試験解説

漢詩入門 
漢詩のきまり①   

第 24週 小説 同上② 漢詩入門 漢詩のきまり②   

第 25週 小説 同上③ 漢詩の鑑賞 唐詩 柳宗元「江雪」   

第 26週 小説 同上④ 唐詩 李白「黄鶴楼送孟浩然之広陵」   

第 27週 評論 
高階秀爾 
「『間』の感覚」① 

唐詩 王維「送元二使安西」   

第 28週 評論 同上② 説話の世界 陶潜「桃花源記」①   

第 29週 評論 表現 同上③ 作文（要約） 説話 同上② 

第 30週 評論 同上④ まとめ 説話 同上③ 復習 

学 年 末 試 験 
＊４：完全に理解した, ３：ほぼ理解した, ２：やや理解できた, １：ほとんど理解できなかった, ０：まったく理解できなかった． 


