鈴鹿工業高等専門学校
科目基礎情報
科目番号
授業形態
開設学科
開設期
教科書/教材
担当教員

開講年度 令和03年度 (2021年度)

授業科目 国語Ⅱ

0036
科目区分
一般 / 必修
授業
単位の種別と単位数
履修単位: 2
生物応用化学科
対象学年
2
通年
週時間数
2
教科書：『精選国語総合』(東京書籍)，『日本近代文学選』（アイブレーン） 参考書：『精選国語総合学習課題ノート
』（東京書籍），『五訂版漢字とことば 常用漢字アルファ』（桐原書店），学校指定の「電子辞書」
久留原 昌宏

目的・到達目標
古典から近代文学までの様々な日本語の文章を学習することにより，日本語で書かれた文章の読解力，および日本語による的確な表現能力を身
に付けると共に，文学の持つ素晴らしさや，文学を学ぶ意義について理解することができる．

ルーブリック

評価項目2

理想的な到達レベルの目安
漢字・語句の応用力を身に付け
，古典から近代文学までの応用的
な文章の読解ができる．
エッセイ、感想文，スピーチなど
応用的な表現ができる．

標準的な到達レベルの目安
漢字・語句の基礎力を身に付け
，古典から近代文学までの基本的
な文章の読解ができる．
エッセイ，感想文，スピーチなど
基本的な表現ができる．

評価項目3

応用的な文学の素晴らしさ，意義
について理解することができる．

基本的な文学の素晴らしさ，意義
について理解することができる．

評価項目1

未到達レベルの目安
漢字・語句の基礎力が身に付かず
，古典から近代文学までの基本的
な文章の読解ができない．
エッセイ，感想文，スピーチなど
基本的な表現ができない．
基本的な文学の素晴らしさ，意義
について理解することができない
．

学科の到達目標項目との関係
教育方法等
国語ⅠＡ・国語ⅠＢの学習内容を受け，さらに日本語を正確に理解し，的確に表現する能力を養う．そして高等専門学
校第2学年の学生として，また現代に生きる日本人として必要な日本語の基礎知識の習得と，日本語で書かれた文章の読
解力および日本語による表現能力の向上を目指すことを目標とする．
授業の進め方と授業内 ・すべての内容は学習・教育到達目標(Ａ)の〈視野〉および（Ｃ）の〈発表〉に対応する．
・授業は講義・演習形式で行う．講義中は集中して聴講する．
容・方法
・「授業計画」における各週の「到達目標」はこの授業で習得する「知識・能力」に相当するものとする．
〈到達目標の評価方法と基準〉下記授業計画の「到達目標」1～22を網羅した問題を，2回の中間試験・2回の定期試験
と小テスト・提出課題・口頭発表等で出題し，また「漢字能力検定試験」を出来るだけ受検させ，目標の達成度を評価
する．達成度評価における各到達目標の重みは概ね均等とする．合計点の60％の得点で，目標の達成を確認できるレベ
ルの試験を課す．
〈学業成績の評価方法および評価基準〉前期中間・前期末・後期中間・学年末試験を60％，小テスト・提出課題・口頭
発表等の結果および漢字能力検定への取り組みを40％として評価する．ただし，すべての試験・小テストなどで再試験
を行わない．
注意点
〈単位修得条件〉与えられた課題レポート・ノート等をすべて提出し，学業成績で60点以上を取得すること．
〈あらかじめ要求される基礎知識の範囲〉本教科は，国語ⅠＡや国語ⅠＢの学習が基礎となる教科である．
〈レポート等〉 理解を助けるために、学習課題ノート・プリントを用いる。また，外部コンクールに応募するための定
められたテーマによるエッセイ,および自由選択による読書体験記を執筆させ，提出させる．
〈備考〉授業中は学習に集中し，内容に対して積極的に取り組むこと．疑問が生じたら，その授業後直ちに質問するこ
と．出された課題は期限を厳守し，必ず提出すること．なお，本教科は３年次に学習する「日本文学」の基礎となる教
科である．
概要

授業の属性・履修上の区分
☑ アクティブラーニング

□ ICT 利用

☑ 遠隔授業対応

□ 実務経験のある教員による授業

授業計画

前期

週

授業内容・方法

1週

本授業の概容および学習内容の説明
評論 真の自立とは（鷲田清一）①

2週
3週

評論
評論

真の自立とは（鷲田清一）②
真の自立とは（鷲田清一）③

4週

古文

伊勢物語

芥川①

5週
6週
7週

古文
古文
古文

伊勢物語
伊勢物語
伊勢物語

芥川②
東下り①
東下り②

1stQ

週ごとの到達目標
1．スピーチや討論などを行い，自分の意見を公の言葉
で表現することができる．
2．学習したことを踏まえ，相手に説得力をもって自分
の言いたいことを伝える感想文・小論文等を書くこと
ができる．
3．短歌や詩などを創作することにより，自らの心情を
作品として表現することができる．
4．「常用漢字アルファ」に基づき，漢字小テストを年
間10回程度実施し，社会人として必要な漢字・語彙力
を習得している．
5．評論の今日的な表現に使われる漢字・語句について
，正確な読み書きと用法を習得している．
6．評論の持つ表現上の特色を理解することができる．
7．評論について，作者の意図を理解し，論理の展開を
把握することができる．
8．評論について，各段落，および全体の要旨について
まとめることができる．
上記1～4，5～8と同じ．
上記1～4，5～8と同じ．
上記1～4と同じ．
9．文語文法の学習内容について理解している．
10．それぞれの古文作品を適切な現代語に訳し，登場
人物や作者の心情について理解している．
11．それぞれの古文作品の文学史的価値を理解してい
る．
上記1～4，9～11と同じ．
上記1～4，9～11と同じ．
上記1～4，9～11と同じ．

8週

前期中間試験

9週

前期中間試験の反省
小説 城の崎にて（志賀直哉）①

10週
11週
12週

小説
小説
小説

城の崎にて（志賀直哉）②
城の崎にて（志賀直哉）③
城の崎にて（志賀直哉）④

13週

詩歌

十五の心―短歌抄（正岡子規ほか）①

14週
15週
16週

詩歌
詩歌

十五の心―短歌抄（正岡子規ほか）②
十五の心―短歌抄（正岡子規ほか）③

1週

10週
11週
12週

前期末試験の反省
小説 富嶽百景（太宰治）①
小説 富嶽百景（太宰治）②
小説 富嶽百景（太宰治）③
小説 富嶽百景（太宰治）④
古文 奥の細道 漂泊の思ひ
古文 奥の細道 平泉①
古文 奥の細道 平泉②
後期中間試験
後期中間試験の反省
評論 白（原研哉）①
評論 白（原研哉）②
評論 白（原研哉）③
評論 白（原研哉）④

13週

漢文

14週

漢文 唐詩 送元二使安西
漢文 唐詩 春望
年間授業のまとめ

2ndQ

3rdQ

2週
3週
4週
5週
6週
7週
8週
9週

後期

4thQ

15週

唐詩

これまで学習した内容を説明することができる。
上記1～4と同じ．
12．小説の文学的な表現に使われる漢字・語句につい
て，正確な読み書きと用法を習得している．
13．小説のあらすじを把握し，登場人物の心情・行動
を理解することができる．
14．小説について，鑑賞能力を養い，自分の感想を文
章にまとめることができる．
15．小説について，文学史的知識を身につけ，作品が
書かれた時代背景を理解することができる．
上記1～4，12～15と同じ．
上記1～4，12～15と同じ．
上記1～4，12～15 と同じ．
上記1～4と同じ．
16．詩歌の文学的な表現に使われる漢字・語句につい
て，正確な読み書きと用法を習得している．
17．詩歌について，作者の意図を理解し，表現技巧を
把握することができる．
18．詩歌について，鑑賞能力を養い，自分の感想を文
章にまとめることができる．
19．詩歌について，文学史的知識を身につけ，作品が
書かれた時代背景を理解することができる．
上記1～6，16～19と同じ．
上記1～6，16～19と同じ．

上記1～4，12～15と同じ．
上記1～4，12～15と同じ．
上記1～4，12～15と同じ．
上記1～4，12～15と同じ．
上記1～4，9～11と同じ．
上記1～4，9～11と同じ．
上記1～4，9～11と同じ．
これまで学習した内容を説明することができる．
上記1～4，5～8と同じ．
上記1～4，5～8と同じ．
上記1～4，5～8と同じ．
上記1～4，5～8と同じ．
上記1～4と同じ．
20．漢文の句法や漢詩の形式の学習内容について理解
している．
21．それぞれの漢詩作品を適切な現代語に訳し，作者
の心情について理解している．
22．それぞれの漢詩作品の文学史的価値を理解してい
る．
上記1～4，20～22と同じ．

春暁

上記1～4，20～22と同じ．

16週

評価割合
総合評価割合
配点

試験
60
60

課題
15
15

小テスト
15
15

ノート提出
10
10

合計
100
100

