話す力を伸ばすワークショップ

型をマスターして、
型破りになろう

講師：笈川 幸司 氏

（ジャスロン代表）

略歴
2001 年、北京にて日本語教師になり、十年間、清華大学、北京大学で主に会話授業を担当。
スピーチの指導に力を入れ、日本語コンテスト優勝者を計 100 名以上の優勝者を輩出。
2011 年「日本語学習法」をテーマに日本語講演マラソンを開始。中国では 80 都市 300 大学以上、
そのほか 25 カ国以上で講演を実施。2016 年中国にいる日本語教師として初めて外務大臣表彰 ( 個人 )
を受賞。

これまで「笈川楽譜」「型」「握手」の三本の矢で学生の話す力を飛躍的に伸ばす授
業をして来ました。今回は「型」の正体をあかし、それを提示することで、学生自身
がどのレベルまで話せるのか判断できるようにしました。話す力を引きあげる秘訣は、
同じ内容を違う相手に何度も話すことです。「型」を使って話す練習をすることで、
90 分後のあなたは、今とは全くの別人になっていることでしょう。
どうぞ、ご期待ください。

10：00〜11：30
会場：筑波大学 東京キャンパス文京校舎 134 講義室
講演言語：日本語
対象者：1）日本語学習歴 半年から１年程度の学習者
（ワークショップ参加）

2）日本語教師など（ワークショップ観察）
参加費：対象者 1）、2）ともに無料
参加される方は下記のページよりお申し込みください。
http://prt.nu/2/tsukuba̲kyoten
本講演に関するお問い合わせは、
筑波大学 CEGLOC 日本語・日本事情遠隔教育拠点まで、ご連絡ください。
主催：筑波大学 CEGLOC 日本語・日本事情遠隔教育拠点

@jp̲kyoten
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共催：大阪大学日本語日本文化教育センター日本語・日本文化教育研修共同利用拠点
東京外国語大学留学生日本語教育センター日本語教育・教材開発・実践教育研修共同利用拠点
協力：筑波大学 CEGLOC FD 委員会

Workshop to improve speaking skills

Master the Model,
Letʼs be Unconventional Learners
Lecturer: Koji Oikawa

（Representative of Jaslon）

Biography:
Koji Oikawa has produced more than 100 winners in Japanese speech contests so far. In 2011,
he began a Japanese lecture marathon on the theme of "Japanese learning methods", and has
conducted lectures at over 300 universities in 80 cities in China, and in more than 25 other countries.
In 2016, he was the ﬁrst to be awarded the Japanese Foreign Minister's Commendation (Individual)
as a Japanese language teacher in China.

Until now I have done classes to dramatically improve speaking skills using three points,
namely "the Oikawa musical score", "the model" and "the handshake". Today, I will show the
meaning of "the model", so that students can judge their level of speaking. The secret to
improve speaking skills is to talk about the same content many times to diﬀerent people. By
practicing talking using "the model" you will be a totally diﬀerent individual 90 minutes later.

Time: 10：00〜11：30
Venue: Lecture room No.134 at the Tokyo campus
of the University of Tsukuba
Lecture language: Japanese
Target Audience:
1）Japanese learners（workshop participants）
(period of study: about 6 months - 1 year)
2）Japanese language teachers（workshop observers）
Participant fee: Free
Registration: http://prt.nu/2/tsukuba̲kyoten
Contact us:
The Center for Distance Learning of Japanese and Japanese Issues, University of Tsukuba
jp-kyoten@un.tsukuba.ac.jp
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Organized by the Center for Distance Learning of Japanese and Japanese Issues, University of Tsukuba
Sponsored by Cooperative Joint-use Center for Japanese Language and Culture Education, Osaka University
Center for Japanese Language Education, Educational Resources Development and Practice
Training, Tokyo University of Foreign Studies
In cooperation with the CEGLOC FD Committee, University of Tsukuba

