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■FL111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語基礎１ 

(Basic German 1) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

文学部文学科ドイツ文学専修を除く 

※オンライン授業の受講に必要な情報は Blackboardにアップする。必ず初回授業前に

Blackboardを確認すること【4 月 23 日追記】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目標に， ドイツ語の初歩的基礎を学習し，秋学期の履修の土台を形成

することを目指す。 

 

The objective of this course is for students to study the fundamentals of the German language and learn a balance of the four 

language skills (listening, speaking, reading and writing), with the aim of building a foundation for courses taken in the fall 

semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（約 300 語），口頭練習，聞き取り練習などを行いながら，ドイツ語の発音の基礎，日常生活に即した

基礎的な表現を学習する。さらに，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Students learn the basics of German pronunciation, basic expressions used in daily life, explanations of grammar items and basic 

vocabulary (about 300 words) while practicing speaking and listening comprehension. Also, through the history and culture of the 

German speaking sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アルファベット，挨拶，発音の基礎 

2. 自己紹介：文の作り方(1) 動詞の現在人称変化(1) 

3. 自己紹介：文の作り方(2) 動詞の現在人称変化(1)（続き） 

4. 買い物：数字・値段の表現，名詞の性と数，冠詞 

5. 買い物：数字・値段の表現，名詞，冠詞と「格」 

6. 家族の紹介：名詞の複数形，所有・否定冠詞 

7. 中間テスト 

8. 質問の仕方，答え方：動詞の現在人称変化(2) 

9. 時刻の表現：命令・依頼の仕方 

10. 推薦する／気に入る：冠詞類と格，人称代名詞 

11. 街を歩く：前置詞と格，場所の表し方 

12. 街を歩く：前置詞と格，曜日・月・季節 

13. 予定を話す：話法の助動詞，分離動詞 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語基礎１ 

(Basic German 1) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

文学部文学科ドイツ文学専修 

※オンライン授業の受講に必要な情報は Blackboardにアップする。必ず初回授業前に

Blackboardを確認すること【4 月 23 日追記】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学部文学科ドイツ文学専修の学生が履修するコース。専門科目の履修準備として，ドイツ語の能力を最大限に育成する。 

 

This course is for students taking the College of Arts Department of Letters Course in German Literature. The goal is to 

maximize students’ German language ability in preparation for specialized courses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎表現の練習，基礎語彙の学習，聴解の練習などを行う。学んだ表現を実際に運用する力も養いつつドイツ語，ドイツ語圏に

ついての理解を深める。 

教科書の１課から４課を扱う。 

 

Practice basic expressions, learn basic vocabulary and practice listening comprehension. Students develop the ability to actually 

use the expressions they learn and deepen their understanding of German and the German speaking sphere. 

This course covers chapters 1 to 4 of the textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：ドイツ語に慣れる，自己紹介 

2. カフェで：出会う，あいさつをする 

3. カフェで：注文をする 

4. 数字を使う：値段，電話番号，ユーロ 

5. 復習：小テスト 

6. 教室での言葉：辞書を使う 

名詞の性と数，冠詞 

7. 教室での言葉：人物について説明をする 

8. 復習：小テスト 

9. 都市と国：ドイツの地理 

10. 都市と国：国と言語 

11. 都市と国：ドイツ語圏の住まい  小テスト 

12. 人と住まい：家を描写する  形容詞を使う 

13. 人と住まい：部屋と家具  文化比較 

14. 復習，最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度や提出課題など(50%)/小テストや最終テストなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Funk/Kuhn. Studio [21] A1 Teilband 1. Cornelsen 社 (ISBN:978-3-06-520530-6) 

2. Funk/Kuhn. Studio [21] A1 Teilband 2. Cornelsen 社 (ISBN:978-3-06-520532-0) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第１回の授業の際に，教科書を持参すること。 

この科目が修得済みでないと，秋学期の「ドイツ語基礎２」は履修できず，ドイツ文学専修の専門科目の履修にも支障が生じる。 
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注意事項（Notice） 
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■FL211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語基礎２ 

(Basic German 2) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部文学科ドイツ文学専修を除く 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎 1」に引き続き，言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目指す。 

 

Following “Basic 1,” the objective of this course is for students to acquire a balance between the four language skills (listening, 

speaking, reading and writing). 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（「基礎 1」と合計で約 700 語）や基礎表現を使う練習を通し，短いテクストの読解力も身につける。ま

た，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Through explanations of grammar items and practice using basic vocabulary (“Basic 1” plus about 700 words) and basic 

expressions, students learn to read and comprehend short texts. Also, through the history and culture of the German speaking 

sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 既習事項の復習 

2. 夏休みに何をした？：現在完了形 

3. 夏休みはどこにいた？：過去形，副文と接続詞 

4. 誕生日を祝う：受動態 

5. 誕生日はいつ？：序数，年月日の言い方 

6. 中間テスト 

7. 天候の話題：es の使い方，zu 不定詞句 

8. 服を選ぶ：形容詞の使い方，格変化 

9. 服を選ぶ：形容詞の格変化 

10. 服を選ぶ：形容詞の比較，最上級表現 

11. 体調について話す：再帰代名詞と再帰動詞 

12. ドイツのアドヴェント：関係代名詞，関係副詞 

13. ドイツのクリスマス：非現実話法，外交的表現 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語基礎２ 

(Basic German 2) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部文学科ドイツ文学専修 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学部文学科ドイツ文学専修の学生が履修するコース。専門科目の履修準備として，ドイツ語の能力を最大限に育成する。 

 

This course is for students taking the College of Arts Department of Letters Course in German Literature. The goal is to 

maximize students’ German language ability in preparation for specialized courses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎表現の練習，基礎語彙の学習，聴解の練習などを行う。学んだ表現と文法知識を実際に運用する力を養い，ドイツ語，ドイツ

語圏についての理解を深める。教科書の５課から８課を扱う。 

 

Practice basic expressions, learn basic vocabulary and practice listening comprehension. Students develop the ability to actually 

use the expressions and grammar knowledge they learn and deepen their understanding of German and the German speaking 

sphere. This course covers chapters 5 to 8 of the textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 予定：時刻の表現。曜日の名前。 

2. 予定：約束をする。謝る。 

3. 復習：小テスト。 

4. 情報を得る：図書館，オフィスで物を探す。 

5. 情報を得る：予定を立てる。小テスト。 

6. ドイツ人と職業／住まいと部屋。 

7. ドイツ人の生活。 

8. 職業：職能と仕事について読む，話す。 

9. 職業：1 日の予定について話す，小テスト。 

10. ベルリン：バスで名所を訪ねる。 

11. ベルリン：道をたずねる，説明する。 

12. ベルリン：観光と遠足。旅の印象を書く。 

13. 復習：小テスト。さまざまな職業と役割。 

14. 復習：ベルリンの情報／最終テスト。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度や提出課題など(50%)/小テストや最終テストなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Funk/Kuhn. Studio [21] A1 Teilband 1. Cornelsen 社 (ISBN:978-3-06-520530-6) 

2. Funk/Kuhn. Studio [21] A1 Teilband 2. Cornelsen 社 (ISBN:978-3-06-520532-0) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第１回の授業の際に，教科書を持参すること。 

この科目が修得済みでないと，ドイツ文学専修の専門科目の履修にも支障が生じる。 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 6 - 

■FL701 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級１                     新座(Niiza) 

(Intermediate German 1(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

杉山 香織(SUGIYAMA KAORI) 

ムレンス ゴリ(MUELENZ-GOLI KATHARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでのドイツ語の基礎知識をもとに，表現や語彙の幅を広げ，ドイツ語での実践的なコミュニケーション能力を養う。 

 

Based on the fundamental knowledge of German that students have learned up until now, students broaden their range of 

expressions and vocabulary and cultivate practical communication skills in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回開講。ドイツ人教員と日本人教員がそれぞれ 1 時限ずつ担当し，文法事項の確認・補足をしながら，ドイツ語力のステップ

アップを目指す。指定のテキストや補助教材を用いて様々な場面を想定し，口頭・読解練習，ペアワークやグループワークを行う

ことで，ドイツ語を「使う」力を身につける。小テストやプレゼンテーションを適宜行い，文法事項や会話表現の定着を図る。 

 

Held twice a week. A native German teacher and a native Japanese teacher are each responsible for a single period, aiming to 

improve German language skills while reviewing and supplementing grammar items. Students assume various situations using the 

designated textbook and supplementary course materials, practice speaking and reading and perform pair work and group work 

to improve their ability to “use” the German language. Quizzes and presentations are conducted as appropriate to establish 

grammar items and conversational expressions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，挨拶，自己紹介 

2. レストランで：注文の仕方 話法の助動詞 

3. レストランで：支払い 数詞 

4. ホテルで：ホテルを探す 形容詞の比較級 

5. ホテルで：ホテルの予約 話法の助動詞 

6. ホテルで：ホテルに到着して 時刻の言い方 

7. 街で：道を尋ねる 定冠詞・不定冠詞 

8. 街で：切手を買う 値段の表現 

9. 旅行と交通：ドイツの交通機関について 列車の発車，到着時刻を尋ねる 現在完了形 過去形 

10. 旅行と交通：駅で切符を買う 観光地について尋ねる 分離動詞 

11. 旅行と交通：日本とドイツの交通機関の違い 

12. 天気：天気，気温の表現 非人称の es 形容詞 

13. 天気：週末の予定を尋ねる 従属の接続詞 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題学習を必ず行い，独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(授業内活動・課題への取り組み)(30%)/小テスト・プレゼンテーション(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤修子・他、2010 年、『Szenen2 kompakt 場面で学ぶドイツ語』、三修社 (978-4-384-13089-8 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回独和辞典を持参してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL702 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級１                     新座(Niiza) 

(Intermediate German 1(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
本田 博之(HONDA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

準中級程度の文法と読解力を身につけ，ドイツ語圏の文化や社会についての知識を深める。 

 

Students acquire quasi-intermediate levels of grammar and reading comprehension, and deepen their knowledge of society and 

culture in the German-speaking sphere. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎文法を復習しながら，旅行，メルヒェン，音楽などをテーマとした文章と練習問題に取り組んでいく。 

 

Students work with texts and practice problems with themes of travel, fairytales and music while reviewing basic grammar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス＆ 第 0 課: クラスメートと仲良くなろう！ 

2. 初級文法復習 

3. 初級文法復習 

4. 第 1 課: ドイツを知る 

5. 第 1 課: ドイツを知る 

6. 第 2 課: 旅行 

7. 第 2 課: 旅行 

8. 第 3 課: メルヒェンの世界 

9. 第 3 課: メルヒェンの世界 

10. 第 4 課: ウィーンとその文化 

11. 第 4 課: ウィーンとその文化 

12. 第 4 課: ウィーンとその文化 

13. 復習 

14. 授業内テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の音声教材を用いて，普段から発音練習をしておくこと。意味がわからなくても，まずはドイツ語の文章を発音してくださ

い。覚えるべき語彙ないし表現も発音して覚えるようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業参加度(30%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Ute Schmidt/三ツ石祐子 他、2016、『CD[MP3]付き ファウストとメフィストと学ぶドイツ文化 8章プラスエクストラ』、三修社 

(978-4-384-13095-9 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL703 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級２                     新座(Niiza) 

(Intermediate German 2(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

杉山 香織(SUGIYAMA KAORI) 

ムレンス ゴリ(MUELENZ-GOLI KATHARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでのドイツ語の基礎知識をもとに，表現や語彙の幅を広げ，ドイツ語での実践的なコミュニケーション能力を養う。 

 

Based on their fundamental knowledge of the German language, students will broaden their range of expressions and vocabulary 

and cultivate practical communication skills in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回開講。ドイツ人教員と日本人教員がそれぞれ 1 時限ずつ担当し，文法事項の確認・補足をしながら，ドイツ語力のステップ

アップを目指す。指定のテキストや補助教材を用いて様々な場面を想定し，口頭・読解練習，ペアワークやグループワークを行う

ことで，ドイツ語を「使う」力を身につける。小テストやプレゼンテーションを適宜行い，文法事項や会話表現の定着を図る。 

 

In this twice-weekly course, a native German teacher and a native Japanese teacher are each responsible for a single period, 

aiming to improve German language skills while reviewing and supplementing grammar items. Students assume various situations 

using the designated textbook and supplementary course materials, practice speaking and reading, and perform paired and group 

work to improve their ability to “use” the German language. Quizzes and presentations are conducted as needed to assess 

grammar items and conversational expressions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介，夏休みの思い出を話す 過去形 現在完了 

2. 健康：体の部位について 

3. 健康：入浴，洗顔，歯磨き等の習慣 再帰の表現 

4. お祝い：贈り物を選ぶ，贈る 人称代名詞 所有冠詞 

5. お祝い：誕生日のメッセージ，パーティー 

6. 教育制度：ドイツの教育制度 副文 

7. 教育制度：あこがれの職業 接続法Ⅱ式 

8. 教育制度：ドイツの幼稚園 

9. ゴミと環境：ゴミの名称 

10. ゴミと環境：ゴミ処理の仕方を尋ねる 命令形 

11. 祝日：ゴミと環境：ドイツの環境政策 zu 不定詞 

12. 祝日：ドイツの祝祭と祝日，イースターとカーニバルについて 受動文  

13. 祝日：クリスマスと正月について尋ねる 関係文 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題学習を必ず行い，独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(授業内活動・課題への取り組み)(30%)/小テスト・プレゼンテーション(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤修子・他、2010 年、『Szenen2 kompakt 場面で学ぶドイツ語』、三修社 (ISBN:978-4-384-13089-8) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回独和辞典を持参してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL704 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級２                     新座(Niiza) 

(Intermediate German 2(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
本田 博之(HONDA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中級程度の文法と読解力を身につけ，ドイツ語圏の文化や社会についての知識を深める。 

 

Students acquire intermediate levels of grammar and reading comprehension, and deepen their knowledge of society and culture 

in the German-speaking sphere. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎文法を復習しながら，世界遺産，東ドイツ，芸術などをテーマとした文章と練習問題に取り組んでいく。 

 

Students work with texts and practice problems with themes of World Heritage, East Germany and the arts while reviewing 

basic grammar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス  

2. 第 1 課から 2 課までの復習 

3. 第 3 課から 4 課までの復習 

4. 第 5 課: 世界遺産 

5. 第 5 課: 世界文化遺産 

6. 第 6 課: ドイツの発明品 

7. 第 6 課: 意外と身近にあるドイツ製品 

8. 第 7 課: 東ドイツ 

9. 第 7 課: 東ドイツへの郷愁 

10. 第 8 課: クリムトとベートーヴェン 

11. 第 8 課: クリムトとベートーヴェン 

12. 第 8 課: 第九 

13. クリスマスと大晦日 

14. 授業内テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の音声教材を用いて，普段から発音練習をしておくこと。意味がわからなくても，辞書を引く前にまずはドイツ語の文章を

発音してください。覚えるべき語彙ないし表現も発音して覚えるようにしましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業参加度(30%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Ute Schmidt/三ツ石祐子 他、2016、『CD[MP3]付き ファウストとメフィストと学ぶドイツ文化 8章プラスエクストラ』、三修社 

(ISBN:978-4-384-13095-9) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL705 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード１                 新座(Niiza) 

(Intermediate German 1 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
飯田 道子(IIDA MICHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでに学んだ文法を復習しながら、中級へのステップアップをはかります。 

ドイツの最新情報をとりあげたテキストを用いて、文法練習をしながら、まとまった内容の文章を読む力をつけていきます。 

 

Students advance to the intermediate level while reviewing the grammar they have learned. 

Students acquire the ability to read texts with large volumes of content in German while practicing grammar. 

 

授業の内容（Course Contents） 

一年次に学んだ文法を復習しながら、文の構造や機能についてもう一歩ふみこんで学びます。 

授業計画にあげた文法練習のほかに、ドイツについての理解を深める映像や、参加者によるディスカッションなどもとりいれてい

きたいと考えます。 

 

Learn more about the structure and functions of sentences while reviewing the grammar learned during the first year. 

Solidify your grammar knowledge, add reading materials that matches the learning content . In addition to the grammar practice 

mentioned in the syllabus, videos and discussions among students will also be adopted to help further students’ understanding 

of Germany. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション   

2. ドイツという国 

3. ドイツについて～発表と映像資料 

4. 読み物：基本法 

5. 基本法：文法練習 

6. 女性参政権行使 100 周年 

7. 女性参政権行使 100 周年：文法練習 

8. ドイツの若者と政治 

9. ドイツの若者と政治：文法練習 

10. 男性、女性、多様 

11. 男性、女性、多様：文法練習 

12. 住宅不足と家賃の高騰 

13. 住宅不足と家賃の高騰 

14. まとめとテスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学習した文法をしっかり復習してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への参加度(30%)/授業内の課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Raab, 石井、2020、『時事ドイツ語 2020 年度版』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25434-0) 

 

参考文献（Readings） 

辞書を必携のこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL706 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード２                 新座(Niiza) 

(Intermediate German 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎／入門クラスでで学んだドイツ語の文法事項をテキストの中で確認しながら，語彙や表現を増やし，ドイツ語検定４級・３級相

当の能力を身につけることを目指します。 

 

The objective of this course is for students to increase their German vocabulary and expressions while reviewing the grammar 

items they learned in the first year, and for them to acquire German abilities matching levels 4-3 of the Diplom Deutsch in 

Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語圏の文化や社会についての様々なテーマを扱った教科書を用いて，特に「読む」技能に重点を置いてすすめます。各自

ないしペアでテキストを音読したり、グループで練習問題を解きながら「聞く」「話す」「書く」練習も行っていきます。 

 

Using texts with various themes related to society and culture in the German-speaking sphere, students practice their 

“listening,” “speaking” and “writing” through pair work and group work, with a special emphasis on “reading” skills.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介 

2. 数で見るヨーロッパ ―場所の前置詞 

3. ヨーロッパの中のドイツ ―日付，数詞 

4. ドイツの音楽教育，ポップアカデミー ―話法の助動詞① 

5. ドイツの童謡 ―時間の前置詞 

6. Ｅメール ―外交的接続法，形容詞の格変化 

7. ショートメッセージ ―話法の助動詞② 

8. ビオな買い物 ―現在完了① 

9. ドイツの閉店時間 ―現在完了②，時刻 

10. ドイツの大学 ― 比較級，受動態① 

11. ドイツの就活 ―受動態② 

12. 文法の復習，聞き取り練習 

13. 文法の復習，聞き取り練習 

14. まとめテスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「読む」ことに重点を置く授業のため，毎回の予習は必須です。予習は毎回授業の最初にチェックします。 

授業の復習，課題学習を行い，独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（毎回の予習・課題への取り組み・小テスト）(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. シュミット，ドゥッペルｰタカヤマ，三ッ石，和泉、2011、『現代ドイツを学ぶための 10 章』、三修社 (978-4-384-13087-4 C1084) 

解説を聞くだけでなく、テキストの音読や予習してきた和訳を発表してもらうことがあります。 

Blackbord は特に使用しない予定です。 

 

参考文献（Readings） 

１年次に使用した教科書と独和辞典。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

解説を聞きノートを取るだけでなく、テキストの音読や予習してきた和訳を発表してもらうこともあります。 

Blackbord は特に使用しない予定です。 
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注意事項（Notice） 
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■FL707 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード３                 新座(Niiza) 

(Intermediate German 3 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
飯田 道子(IIDA MICHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでに学習したドイツ語文法を復習しながら，中級文法のひとつ上を目指して、まとまった内容の文章を理解する力をつけて

いきます。ドイツ語圏の文化についての理解を深めていきます。 

 

This course aims for students to reach one level above intermediate German grammar while reviewing the grammar they learned 

up to this point and understanding sentences with large amounts of detail. Students will deepen their understanding of culture in 

the German-speaking sphere. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に続いて文法の練習を行いながら、ドイツについての様々なテーマを選んで，より高度な文章を読んでいきます。ドイツの

歴史や文化理解の助けとなるよう，適宜映像資料を取り入れながら授業を進めていきます。 

 

Following the spring semester, students improve their expressive power whole practicing grammar. A variety of themes related 

to Germany are chosen and students read more advanced texts. Classes move forward while incorporating appropriate video 

materials to help with students’ comprehension of German history and culture. As expression practice, challenge yourself 

through debates. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ＥＵとドイツ 

3. ＥＵとドイツ 

4. ＥＵ プラスチック禁止令 

5. ＥＵ プラスチック禁止令：文法練習  

6. ドイツ現代史の問題点 

7. 11.9 とドイツ 

8. ベルリンの壁崩壊 

9. 東西冷戦とドイツ 

10. バウハウス 100 年 

11. バウハウス 100 年 

12. 映画をみる 

13. 映画をみる 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基礎的な文法を復習しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席および授業への参加度(30%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Raab, 石井、2020、『時事ドイツ語 2020 年度版』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25434-0) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書は必携のこと。春学期から続けて受講することが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL708 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード４                 新座(Niiza) 

(Intermediate German 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎／入門クラスで学んだドイツ語の文法事項を確認しながら，語彙や表現を増やし，ドイツ語検定４級・３級相当の能力を身に

つけることを目指します。 

 

The objective of this course is for students to increase their German vocabulary and expressions while reviewing the grammar 

items they learned in the first year, and for them to acquire German abilities matching levels 4-3 of the Diplom Deutsch in 

Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語圏の文化や社会についての様々なテーマを扱った教科書を用いて，特に「読む」技能に重点を置いてすすめます。各自

ないしペアでテキストを音読したり、グループで練習問題を解きながら「聞く」「話す」「書く」練習も行っていきます。 

 

Using texts with various themes related to society and culture in the German-speaking sphere, students practice their 

“listening,” “speaking” and “writing” through pair work and group work, with a special emphasis on “reading” skills.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介 

2. ドイツに住む人々 ―wenn を使った文章，関係代名詞① 

3. 外国語を学ぶ ―関係代名詞② 

4. カリーヴルスト ―冠飾句，過去形 

5. ビオナーデ ―関係文 

6. 環境保護の精神 ―分離動詞，非分離動詞 

7. 省エネハウス ―接続詞 

8. ドイツの博物館，美術館 ―zu不定詞 

9. バウハウス ―um...zu 不定詞 

10. アドヴェントとクリスマス ―接続法（非現実話法） 

11. ドイツの年末 ―接続法Ⅱ式の過去 

12. 文法の復習，聞き取り練習 

13. 文法の復習，聞き取り練習 

14. まとめテスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「読む」ことに重点を置く授業のため，毎回の予習は必須です。予習は毎回授業の最初にチェックします。 

授業の復習，課題学習を行い，独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（毎回の予習・課題への取り組み・小テスト）(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. シュミット，ドゥッペル－タカヤマ，三ッ石，和泉、2011、『現代ドイツを学ぶための 10 章』、三修社 (978-4-384-13087-4 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

１年次に使用した教科書と独和辞典。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

解説を聞きノートを取るだけでなく、テキストの音読や予習してきた和訳を発表してもらうこともあります。 

Blackboard は特に使用しない予定です。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL711 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語コミュニケーション１            新座(Niiza) 

(Advanced German Communication 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ウィットシュトック，Ｊ．Ｅ．(WITTSTOCK,JUERGEN E.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

総合的なドイツ語運用能力を高めるとともにドイツ，ヨーロッパの時事的なテーマについて学びます。 

 

In addition to improving your overall German language proficiency, learn about current events in Germany and Europe. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ネイティヴ・スピーカーの教員による週一回の授業です。映像ややさしいニュースなどを用いながら，現在のドイツ語圏のアクチュ

アルな事情，特に環境問題への取り組みについて，テーマに関連する語彙や表現を学び，議論の練習をすることで，幅広いコミ

ュニケーションの力をつけます。また，学習内容やスキルを生かして，ビデオ・プレゼンテーション作成を行います。 

 

This is a weekly class taught by a native speaker. The class deals with the current actual state of affairs in the German-

speaking world, especially environmental issues while using videos and simplified news; students learn vocabulary and 

expressions related to the theme, practice discussions and develop extensive communication abilities. Students also make a 

video presentation by taking advantage of the learning contents and skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：既習事項確認 

2. テーマ１：表現・語彙の確認 

3. テーマ１：発話練習 

4. テーマ１：議論の練習 

5. テーマ２：表現・語彙の確認 

6. テーマ２：発話練習 

7. テーマ２：議論の練習 

8. テーマ３：表現・語彙の確認 

9. テーマ３：発話練習 

10. テーマ３：議論の練習 

11. ビデオプレゼン作成準備１ 

12. ビデオプレゼン作成準備２ 

13. 全体まとめ１ 

14. 全体まとめ２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題の学習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度など(50%)/授業内に実施する小テストなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内でプリントを配布 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://rikkyodeutsch.ning.com/ 

http://m.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030 

 

授業は、参加者の積極的な活動への参加、グループワークなどを中心に行う。映像・音声資料を使用する。 

課題へのフィードバックは随時授業内で行う。 
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注意事項（Notice） 
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■FL712 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語コミュニケーション２            新座(Niiza) 

(Advanced German Communication 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ウィットシュトック，Ｊ．Ｅ．(WITTSTOCK,JUERGEN E.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

総合的なドイツ語運用能力を高めるとともにドイツ，ヨーロッパの時事的なテーマについて学びます。 

 

In addition to improving your overall German language proficiency, learn about current events in Germany and Europe. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ネイティヴ・スピーカーの教員による週一回の授業です。映像ややさしいニュースなどを用いながら，現在のドイツ語圏のアクチュ

アルな事情，特に環境問題への取り組みについて，テーマに関連する語彙や表現を学び，議論の練習をすることで，幅広いコミ

ュニケーションの力をつけます。また，学習内容やスキルを生かして，ビデオ・プレゼンテーション作成を行います。 

 

This is a weekly class taught by a native speaker. The class deals with the current actual state of affairs in the German-

speaking world, especially environmental issues while using videos and simplified news; students learn vocabulary and 

expressions related to the theme, practice discussions and develop extensive communication abilities. Students also make a 

video presentation by taking advantage of the learning contents and skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：既習事項確認 

2. テーマ１：表現・語彙の確認 

3. テーマ１：発話練習 

4. テーマ１：議論の練習 

5. テーマ２：表現・語彙の確認 

6. テーマ２：発話練習 

7. テーマ２：議論の練習 

8. テーマ３：表現・語彙の確認 

9. テーマ３：発話練習 

10. テーマ３：議論の練習 

11. ビデオプレゼン作成準備１ 

12. ビデオプレゼン作成準備２ 

13. 全体まとめ１ 

14. 全体まとめ２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題の学習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度など(50%)/授業内に実施する小テストなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内でプリントを配布 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://rikkyodeutsch.ning.com/ 

http://m.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030 

 

授業は、参加者の積極的な活動への参加、グループワークなどを中心に行う。映像・音声資料を使用する。 

課題へのフィードバックは随時授業内で行う。 
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注意事項（Notice） 
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■FL713 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語ライティング１               新座(Niiza) 

(Advanced German Writing 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ウィットシュトック，Ｊ．Ｅ．(WITTSTOCK,JUERGEN E.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語を書く練習を通して，総合力の発展を目指します。 

 

The objective of this class is to develop students’ overall abilities through practice in writing in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ネイティヴ・スピーカーの教員による週一回の授業です。映像ややさしいニュースなどを用いながら，現在のドイツ語圏のアクチュ

アルな事情に触れつつ，ドイツ語表現の特徴を学びます。また，ニュースの要旨をドイツ語で書く練習を通して，適切なドイツ語で

書く力を身につけます。 

 

This is a weekly class taught by a native speaker. Students learn about the characteristics of German expressions and touch on 

the current actual state of affairs in the German-speaking sphere while making use of videos and simplified news. Through 

practice with writing summaries of the news in German, students learn to write with proper German. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：既習事項の確認 

2. テーマ１：語彙・表現の確認１ 

3. テーマ１：語彙・表現の確認２ 

4. テーマ１：要旨を書く１ 

5. テーマ１：要旨を書く２ 

6. テーマ２：語彙・表現の確認１ 

7. テーマ２：語彙・表現の確認２ 

8. テーマ２：要旨を書く１ 

9. テーマ２：要旨を書く２ 

10. テーマ３：語彙・表現の確認１ 

11. テーマ３：語彙・表現の確認２ 

12. テーマ３：要旨を書く１ 

13. テーマ３：要旨を書く２ 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題の学習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業での活動の参加度(50%)/随時実施する小テストなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内でプリントを配付。 

 

参考文献（Readings） 

授業内に指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://m.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030 

授業は、参加者の積極的な活動への参加、グループワークなどを中心に行う。映像・音声資料を使用する。 

課題へのフィードバックは随時授業内で行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL714 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語ライティング２               新座(Niiza) 

(Advanced German Writing 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ウィットシュトック，Ｊ．Ｅ．(WITTSTOCK,JUERGEN E.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語を書く練習を通して，総合力の発展を目指します。 

 

The objective of this class is to develop students’ overall abilities through practice in writing in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ネイティヴ・スピーカーの教員による週一回の授業です。映像ややさしいニュースなどを用いながら，現在のドイツ語圏のアクチュ

アルな事情に触れつつ，ドイツ語表現の特徴を学びます。また，ニュースの要旨をドイツ語で書く練習を通して，適切なドイツ語で

書く力を身につけます。 

 

This is a weekly class taught by a native speaker. Students learn about the characteristics of German expressions and touch on 

the current actual state of affairs in the German-speaking sphere while making use of videos and simplified news. Through 

practice with writing summaries of the news in German, students learn to write with proper German. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：既習事項の確認 

2. テーマ１：語彙・表現の確認１ 

3. テーマ１：語彙・表現の確認２ 

4. テーマ１：要旨を書く１ 

5. テーマ１：要旨を書く２ 

6. テーマ２：語彙・表現の確認１ 

7. テーマ２：語彙・表現の確認２ 

8. テーマ２：要旨を書く１ 

9. テーマ２：要旨を書く２ 

10. テーマ３：語彙・表現の確認１ 

11. テーマ３：語彙・表現の確認２ 

12. テーマ３：要旨を書く１ 

13. テーマ３：要旨を書く２ 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題の学習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業での活動の参加度(50%)/随時実施する小テストなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内でプリントを配付。 

 

参考文献（Readings） 

授業内に指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://m.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030 

授業は、参加者の積極的な活動への参加、グループワークなどを中心に行う。映像・音声資料を使用する。 

課題へのフィードバックは随時授業内で行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL715 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語リスニング・リーディング１         新座(Niiza) 

(Advanced German Listening & Reading 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テキスト，音声・映像の概要を把握し，必要な情報を得る能力の向上を図る。 

 

Understand the outline of text, audio and video and improve your ability to extract necessary information. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日常生活において身近な話題に関するドイツ語テキストの音読や和訳をすることで，読解に必要な技術や知識を身に付ける。ま

た，日本ないしドイツで行われている語学検定の過去問・対策集，ニュースや短編映画などの映像・音声をリスニングの教材とし

て扱い，理解のコツをつかむことを目指す。リーディングとリスニング両方を毎回行う予定だが、比重は使用する教材および参加

者の希望によって調整する。 

 

Learn the necessary skills and knowledge for reading comprehension by reading aloud and translating German-language texts 

about familiar topics in everyday life. This course deals with past questions and countermeasures for language examinations 

conducted in Japan and Germany, as well as news and short film videos and audio listening course materials, so that students 

can get the hang of understanding them. Each class will include reading and listening, but their relative importance will be 

adjusted according to the course materials used and student wishes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，（時間に応じて）リーディングまたはリスニングおためし 

2. リーディング (日常のあいさつ)／リスニング（検定過去問または対策集より） 

3. リーディング (依頼や感謝のことば)／リスニング（検定過去問または対策集より） 

4. リーディング (新語の誕生)／リスニング（検定過去問または対策集より） 

5. リーディング (購買意欲に影響する「香り」)／リスニング（短編映画またはコマーシャル映像より） 

6. リーディング中間まとめ① ／リスニング(短編映画またはコマーシャル映像より) 

7. リーディング（ネコのことば）／リスニング（短編映画またはコマーシャル映像より） 

8. リーディング (週 4 日労働)／リスニング（ニュース映像または音声より） 

9. リーディング (ペットの知能)／リスニング（ニュース映像または音声より） 

10. リーディング (ザワークラウト)／リスニング（ニュース映像または音声より） 

11. リーディング (記憶)／リスニング（検定過去問または対策集より） 

12. リーディング中間まとめ②／リスニング（検定過去問または対策集より） 

13. リスニングまとめ 

14. まとめテスト，時間に応じてリスニング 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回リーディングの予習は必須。テキストの音読や予習してきた和訳、リスニングで聞き取った内容などを発表してもらうこともあ

る。 

授業では解説を聞きながら自分の和訳をチェックし、直したところを中心に復習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（予習・授業内活動 40%・課題への取り組み 20%・小テスト 20%）(80%)/最終テスト(Final Test)(20%) 

語彙や文法等の知識の定着を図るために，適宜小テストを実施する予定。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中尾悠爾・朝倉 巧・ 平尾 浩三、2004、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 (ISBN:4-560-00492-7) 

授業中に随時指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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独和辞典を毎回持参すること。リーディングおよびリスニングの内容は、授業の進度、参加者の希望によって変更する可能性も

ある。 

ブラックボードは、出席管理などの目的では使用しない予定だが、授業で読んだテキストに関するリンクやリスニング練習で使用

した音声データなどをアップする。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL716 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語リスニング・リーディング２         新座(Niiza) 

(Advanced German Listening & Reading 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
児島 由理(KOJIMA YURI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまで学んできたドイツ語力を定着させ，テキスト読解技術の向上と，リスニングによる理解力の発展を目指します。 

 

The objective of this course is for students to solidify the German language skills they have learned so far, to improve their 

ability to read and comprehend texts and to develop comprehension skills through listening. 

 

授業の内容（Course Contents） 

様々なジャンルのテキストや音声教材を用いて，読解およびリスニングのトレーニングを行います。難度の高い文章となるので、

学期の最初は短めのテクストから始め、徐々に長いテクストを読んだり聞き取ったりできるようにしていきます。 

 

Various genres of text and audio course materials are used to train reading comprehension and listening. The sentences are 

difficult, so we begin the semester with short texts, and students will gradually become able to read and listen to long texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介 

2. 短いテクストの読解演習 

3. 短いテクストの読解演習 

4. 短いテクストの読解演習 

5. リスニング練習 

6. リスニング練習 

7. リスニング練習 

8. 長いテクストの読解演習 

9. 長いテクストの読解演習 

10. 長いテクストの読解演習 

11. 長いテクストの読解演習 

12. リスニング練習 

13. リスニング練習 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習・準備を必ず行い，毎回の授業に臨むこと。具体的には、テクストを辞書を引いて読み、自分なりに大意をとらえ可能な限り

訳せるようにしてくることである。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（授業内活動・課題への取り組み・提出物・小テスト）(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

独和辞典を毎回必携のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL717 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語演習１                   新座(Niiza) 

(Advanced German 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
児島 由理(KOJIMA YURI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ，ヨーロッパの社会背景への理解も深めるとともに, 理解力，発信力など総合的なドイツ語運用能力を高めます。 

 

Students will deepen their understanding of the social background of Germany and Europe while improving their overall ability to 

use the German language, including comprehension ability and communication ability. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員による週一回の授業です。テーマに関連するテクストを読み，背景への理解を深めるとともに，自分の意見を的確な

ドイツ語で発信することを学びます。また，語彙増強や文法確認のための小テストも課します。 

 

In this weekly course taught by a Japanese-native teacher, students learn to read texts related to the theme, deepen their 

understanding of the context, and communicate their opinions in precise German. Quizzes are assigned to reinforce vocabulary 

and review grammar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：既習事項の確認，自己紹介 

2. テーマ１：テーマへの導入，語彙確認 

3. テーマ１：テクスト読解，表現確認 

4. テーマ１：テクスト読解，表現確認 

5. テーマ１：テクストについて作文，添削 

6. テーマ２：テーマへの導入，語彙確認 

7. テーマ２：テクスト読解，表現確認 

8. テーマ２：テクスト読解，表現確認 

9. テーマ２：テクストについて作文，添削 

10. テーマ３：テーマへの導入，語彙確認 

11. テーマ３：テクスト読解，表現確認 

12. テーマ３：テクスト読解，表現確認 

13. テーマ３：テクストについて作文，添削 

14. プレゼンテーション，まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の予習・復習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度（授業内活動・課題への取り組み・提出物）(50%)/小テスト(30%)/発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で配付。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL718 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語演習２                   新座(Niiza) 

(Advanced German 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
児島 由理(KOJIMA YURI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ，ヨーロッパの社会背景への理解も深めるとともに，理解力，発信力など総合的なドイツ語運用能力を高めます。 

 

Students will deepen their understanding of the social background of Germany and Europe while improving their overall ability to 

use the German language, including comprehension ability and communication ability. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員による週一回の授業です。テーマに関連するテクストを読み，背景への理解を深めるとともに，自分の意見を的確な

ドイツ語で発信することを学びます。また，語彙増強・文法確認のための小テストも課します。 

 

In this weekly course taught by a Japanese-native teacher, students learn to read texts related to the theme, deepen their 

understanding of the context, and communicate their opinions in precise German. Quizzes are assigned to reinforce vocabulary 

and review grammar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：既習事項の確認，自己紹介，夏休みの思い出 

2. テーマ１：テーマへの導入，語彙確認 

3. テーマ１：テクスト読解，表現確認 

4. テーマ１：テクスト読解，表現確認 

5. テーマ１：テクストについて作文，添削 

6. テーマ２：テーマへの導入，語彙確認 

7. テーマ２：テクスト読解，表現確認 

8. テーマ２：テクスト読解，表現確認 

9. テーマ２：テクストについて作文，添削 

10. テーマ３：テーマへの導入，語彙確認 

11. テーマ３：テクスト読解，表現確認 

12. テーマ３：テクスト読解，表現確認 

13. テーマ３：テクストについて作文，添削 

14. プレゼンテーション，まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の予習・復習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度（授業内活動・課題への取り組み・提出物）(50%)/小テスト(30%)/発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で配付。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL720 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

言語情報処理論（ドイツ語）               新座(Niiza) 

(Information processing and language(German)) 

担当者名 

（Instructor） 
児島 由理(KOJIMA YURI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

インターネットの利用が世界的に普及したことで、ドイツ語による情報にアクセスすること、またドイツ語でコミュニケーションする機

会を得ることが、近年きわめて容易になった。旅行をすれば、かつてはガイドブックを頼りに定番観光地を巡っていたものが、今

は PCやスマートフォンを用いて現地情報を得ることで、これまで現地住民の「特権」であったような〈知られざる名所〉をも訪れる

ことができる。留学すれば、インターネットを通じた手続も少なくない。そうした「生」のドイツ語リソースを活用するための実践的な

コンピュータースキルとドイツ語力とを共に鍛錬する。 

 

With the worldwide spread of Internet use, it has become extremely easy in recent years to access information in the German 

language and to find opportunities to communicate in German. If one travels, while one formerly had to rely on guidebooks to 

visit standard tourist sites, it is now possible to use a PC or smartphone to obtain local information and visit “unknown 

landmarks” which were previously the exclusive privilege of local inhabitants. If one studies abroad, there are quite a few 

processes done over the internet. This course trains both practical computer skills and German language skills so that students 

can access such “natural” German language resources. 

 

授業の内容（Course Contents） 

PC を使用した実習を通じて、ドイツ語圏での生活で多用される（教科書の「基本単語」とは違った）語彙、文書や手紙の書き方、

情報を得る際の勘所など、一般的なドイツ語の授業では学ぶ機会の少ない、しかし観光や留学などで実際にドイツ語圏を訪れる

と必要になる知識と技能を学ぶ。 

授業 1～3 回ごとにテーマを設定し、そのテーマに応じた課題（所定の様式の文書を作る、電子メールの文面を書く、プレゼンテー

ションをする等）を課すので、制作のうえ提出または口頭発表する。 

受講の前提としてコンピュータースキルは特に要求しないが、ドイツ語に関しては初級文法修了程度（「ドイツ語基礎 1」および同

「2」履修済み程度）の知識・技能を習得していることが望ましい。 

 

Through practice using a PC, learn knowledge and skills which general German classes provide few opportunities to learn, but 

are necessary for sightseeing and studying abroad, such as vocabulary frequently used in the German-speaking sphere 

(different from the “basic words” in textbooks), ways of writing and composing letters, and vital points when acquiring 

information. 

A theme is established every 1-3 classes, and a task is assigned according to this theme (such as creating a document in a 

prescribed format, writing an email or giving a presentation), and the result is submitted or orally presented. 

Although computer skills are not requires as a prerequisite for this course, students are advised to have mastered the 

knowledge and skills equivalent to those taught in elementary level German grammar courses (equivalent to Basic German 1 and 

2). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. PCでドイツ語を入出力する 

3. ドイツ語で調べものをする（1） 

4. ドイツ語で調べものをする（2） 

5. ドイツ語で調べものをする（3） 

6. ドイツ語圏のニュースを得る（1） 

7. ドイツ語圏のニュースを得る（2） 

8. ドイツ語の電子メール作法（1） 

9. ドイツ語の電子メール作法（2） 

10. ドイツ語の電子メール作法（3） 

11. ドイツ語でのプレゼンテーション（1） 

12. ドイツ語でのプレゼンテーション（2） 

13. ドイツ語でのプレゼンテーション（3） 

14. ドイツ語でのプレゼンテーション（4） 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題を授業時間中に完成できない場合は、各自時間をとって完成させること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

提出課題(40%)/口頭発表(30%)/授業への寄与(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に随時配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講希望者は春学期授業開始前の抽選登録期間に登録のうえ、初回の授業に必ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL721 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語入門                    新座(Niiza) 

(Beginner's German) 

担当者名 

（Instructor） 
児島 由理(KOJIMA YURI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目標にドイツ語の初歩的基礎を学習し秋学期の履修の土台を形成する

ことを目指す。 

 

The objective of this course is for students to study the fundamentals of the German language and learn a balance of the four 

language skills (listening, speaking, reading and writing), with the aim of building a foundation for courses taken in the fall 

semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（約 300 語），口頭練習，聞き取り練習などを行いながら，ドイツ語の発音の基礎，日常生活に即した

基礎的な表現を学習する。さらに，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Students learn the basics of German pronunciation, basic expressions used in daily life, explanations of grammar items and basic 

vocabulary (about 300 words) while practicing speaking and listening comprehension. Also, through the history and culture of the 

German speaking sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アルファベット，挨拶，発音の基礎 

2. 自己紹介：文の作り方(1) 動詞の現在人称変化(1) 

3. 自己紹介：文の作り方(2) 動詞の現在人称変化(1) 

4. 買い物：数字・値段の表現，名詞の性と数，冠詞 

5. 買い物：数字・値段の表現，名詞，冠詞と「格」 

6. 家族の紹介：名詞の複数形，所有・否定冠詞 

7. 中間テスト 

8. 質問の仕方，答え方：動詞の現在人称変化(2) 

9. 時刻の表現：命令・依頼の仕方 

10. 推薦する／気に入る：冠詞類と格，人称代名詞 

11. 街を歩く：前置詞と格，場所の表し方 

12. 街を歩く：前置詞と格，曜日・月・季節 

13. 予定を話す：話法の助動詞，分離動詞 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL722 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語入門                    新座(Niiza) 

(Beginner's German) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 香織(SUGIYAMA KAORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目標にドイツ語の初歩的基礎を学習し秋学期の履修の土台を形成する

ことを目指す。 

 

The objective of this course is for students to study the fundamentals of the German language and learn a balance of the four 

language skills (listening, speaking, reading and writing), with the aim of building a foundation for courses taken in the fall 

semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（約 300 語），口頭練習，聞き取り練習などを行いながら，ドイツ語の発音の基礎，日常生活に即した

基礎的な表現を学習する。さらに，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Students learn the basics of German pronunciation, basic expressions used in daily life, explanations of grammar items and basic 

vocabulary (about 300 words) while practicing speaking and listening comprehension. Also, through the history and culture of the 

German speaking sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アルファベット，挨拶，発音の基礎 

2. 自己紹介：文の作り方(1) 動詞の現在人称変化(1) 

3. 自己紹介：文の作り方(2) 動詞の現在人称変化(1) 

4. 買い物：数字・値段の表現，名詞の性と数，冠詞 

5. 買い物：数字・値段の表現，名詞，冠詞と「格」 

6. 家族の紹介：名詞の複数形，所有・否定冠詞 

7. 中間テスト 

8. 質問の仕方，答え方：動詞の現在人称変化(2) 

9. 時刻の表現：命令・依頼の仕方 

10. 推薦する／気に入る：冠詞類と格，人称代名詞 

11. 街を歩く：前置詞と格，場所の表し方 

12. 街を歩く：前置詞と格，曜日・月・季節 

13. 予定を話す：話法の助動詞，分離動詞 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL723 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語初級                    新座(Niiza) 

(Elementary German) 

担当者名 

（Instructor） 
児島 由理(KOJIMA YURI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎ドイツ語入門」に引き続き，言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目指す。 

 

Following “Beginner's German,” the objective of this course is for students to acquire a balance between the four language 

skills (listening, speaking, reading and writing). 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（「基礎 1」と合計で約 700 語）や基礎表現を使う練習を通し，短いテクストの読解力も身につける。ま

た，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Through explanations of grammar items and practice using basic vocabulary (“Basic 1” plus about 700 words) and basic 

expressions, students learn to read and comprehend short texts. Also, through the history and culture of the German speaking 

sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 既習事項の復習 

2. 夏休みに何をした？：現在完了形 

3. 夏休みはどこにいた？：過去形，副文と接続詞 

4. 誕生日を祝う：受動態 

5. 誕生日はいつ？：序数，年月日の言い方 

6. 中間テスト 

7. 天候の話題：es の使い方，zu 不定詞句 

8. 服を選ぶ：形容詞の使い方，格変化 

9. 服を選ぶ：形容詞の格変化 

10. 服を選ぶ：形容詞の比較，最上級表現 

11. 体調について話す：再帰代名詞と再帰動詞 

12. ドイツのアドヴェント：関係代名詞，関係副詞 

13. ドイツのクリスマス：非現実話法，外交的表現 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL724 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語初級                    新座(Niiza) 

(Elementary German) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 香織(SUGIYAMA KAORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎ドイツ語入門」に引き続き，言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目指す。 

 

Following “Beginner's German,” the objective of this course is for students to acquire a balance between the four language 

skills (listening, speaking, reading and writing). 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（「基礎 1」と合計で約 700 語）や基礎表現を使う練習を通し，短いテクストの読解力も身につける。ま

た，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Through explanations of grammar items and practice using basic vocabulary (“Basic 1” plus about 700 words) and basic 

expressions, students learn to read and comprehend short texts. Also, through the history and culture of the German speaking 

sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 既習事項の復習 

2. 夏休みに何をした？：現在完了形 

3. 夏休みはどこにいた？：過去形，副文と接続詞 

4. 誕生日を祝う：受動態 

5. 誕生日はいつ？：序数，年月日の言い方 

6. 中間テスト 

7. 天候の話題：es の使い方，zu 不定詞句 

8. 服を選ぶ：形容詞の使い方，格変化 

9. 服を選ぶ：形容詞の格変化 

10. 服を選ぶ：形容詞の比較，最上級表現 

11. 体調について話す：再帰代名詞と再帰動詞 

12. ドイツのアドヴェント：関係代名詞，関係副詞 

13. ドイツのクリスマス：非現実話法，外交的表現 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL739 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級１ 

(Intermediate German 1(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

児島 由理(KOJIMA YURI) 

ブリール，Ｒ．(BRIEL,RITA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでのドイツ語の基礎知識をもとに、表現や語彙の幅を広げ、ドイツ語での実践的なコミュニケーション能力を養う。 

 

Based on the fundamental knowledge of German that students have learned up until now, students broaden their range of 

expressions and vocabulary and cultivate practical communication skills in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回開講。ドイツ人教員と日本人教員がそれぞれ１時限ずつ担当し、文法事項の確認・補足をしながらドイツ語力のステップア

ップを目指す。ペアワークやグループワーク、口頭・読解練習を通じて、ドイツ語を「使う」力を身につける。適宜小テストを実施す

る。 

 

Held twice a week. Native German teachers and native Japanese teachers are each responsible for a single period, aiming to 

improve German language skills while reviewing and supplementing grammar items. Students acquire the ability to “use” German 

through pair work, group work, oral and reading comprehension practice. Quizzes are performed as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、自己紹介 

2. 職業と仕事：職業名、過去形の復習 

3. 職業と仕事：過去について語る 

4. 職業と仕事：ドイツの職業について 

5. 旅先で：道や町について尋ねる 

6. 旅先で：命令、依頼、禁止の表現 

7. 旅先で：宿泊に関する表現 

8. 身体と健康：身体部位、体調の表現 

9. 身体と健康：第三者の要求、命令と sollen 

10. 身体と健康：手紙文、アポイントを取る 

11. 街を歩く：序数、道案内 

12. 街を歩く：前置詞と場所・方向 

13. 街を歩く：交通機関の利用 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習、課題学習を必ず行い、独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（授業内活動、課題への取り組み、小テスト）(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Daniela Niebisch. 2006. Schritte international 2 (Kursbuch + Arbeitsbuch). Hueber (ISBN:978-3-19-001852-9) 

 

参考文献（Readings） 

１年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回独和辞典を必携のこと。 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 33 - 

■FL740 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級１ 

(Intermediate German 1(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
梅田 紅子(UMEDA BENIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語で書かれた文章を読む力を習得し，ドイツの歴史，文化，社会に関する幅広い知識を身につける。 

 

Learn the ability to read sentences written in German and acquire extensive knowledge about German history, culture and 

society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語圏の地理，文化，歴史，社会等をテーマにした文章を読みながら，1 年次で学んだ文法事項を復習し，さらに，語法，表現

を総合的に身につける。背景を知るために，映像資料等も使用し，ドイツ語圏の文化，歴史に対する理解を深める。 

 

Students review the grammar items they learned during the first year while reading texts with themes related to the geography, 

culture, history and society of the German-speaking sphere and comprehensively learn diction and expressions. In order to learn 

the context, video materials are used to deepen students’ understanding of history and culture in the German-speaking sphere. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ドイツ語圏の町，人々 

2. ドイツの食べ物 ビール、パン 

3. 動物 犬とドイツ人 

4. ドイツ語圏の音楽１ モーツァルト 

5. ドイツ語圏の音楽２ ワーグナー 

6. メルヘン・絵本 グリム童話と現代の絵本 

7. ドイツの憲法 

8. EU、難民問題、移民政策 

9. 徴兵制の変遷 兵役拒否とキリスト教 

10. ホロコースト 

11. 過去の克服 

12. ドイツ人の働き方 

13. ドイツの祭り クリスマス 

14. 最終テスト（筆記） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定した章（日本語）をあらかじめ読み，テーマに関する基礎的な知識を持っておくこと。グループワークが多いので，

積極性，協調性をもって課題に取り組んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業活動への参加(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

毎回ドイツ語の辞書を必ず持ってくること。ドイツ語の文章は随時配布します。最終テストはドイツ語辞書のみ持ち込み可。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 新野守広・飯田道子・梅田紅子編著、2017、『知ってほしい国 ドイツ』、高文研 (ISBN:ISBN978-4-87498-633-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 熊谷徹、2007、『ドイツは過去とどう向き合ってきたか』、高文研 (ISBN:978-4874983782) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL741 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級１ 

(Intermediate German 1(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

ムレンス ゴリ(MUELENZ-GOLI KATHARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでのドイツ語の基礎知識をもとに，表現や語彙の幅を広げ，ドイツ語での実践的なコミュニケーション能力を養う。 

 

Based on the fundamental knowledge of German that students have learned up until now, students broaden their range of 

expressions and vocabulary and cultivate practical communication skills in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回開講。ドイツ人教員と日本人教員がそれぞれ 1 時限ずつ担当し，文法事項の確認・補足をしながら，ドイツ語力のステップ

アップを目指す。指定のテキストや補助教材を用いて様々な場面を想定し，口頭・読解練習，ペアワークやグループワークを行う

ことで，ドイツ語を「使う」力を身につける。小テストを適宜行い，文法事項の定着を図る。 

 

Held twice a week. Native German teachers and native Japanese teachers are each responsible for a single period, aiming to 

improve German language skills while reviewing and supplementing grammar items. Students assume various situations using the 

designated textbook and supplementary course materials, practice speaking and reading and perform pair work and group work 

to improve their ability to “use” the German language. Quizzes are conducted as appropriate to solidify grammar items. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，挨拶，自己紹介 

2. レストランで：注文の仕方 話法の助動詞 

3. レストランで：支払い 数詞 

4. ホテルで：ホテルを探す 形容詞の比較級 

5. ホテルで：ホテルの予約 話法の助動詞 

6. ホテルで：ホテルに到着して 時刻の言い方 

7. 街で：道を尋ねる 定冠詞・不定冠詞 

8. 街で：切手を買う 値段の表現 

9. 旅行と交通：ドイツの交通機関について 列車の発車，到着時刻を尋ねる 現在完了形 過去形 

10. 旅行と交通：駅で切符を買う 観光地について尋ねる 分離動詞 

11. 旅行と交通：日本とドイツの交通機関の違い 

12. 天気：天気，気温の表現 非人称の es 形容詞 

13. 天気：週末の予定を尋ねる 従属の接続詞 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題学習を必ず行い，独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(授業内活動・課題への取り組み)(40%)/小テスト(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤修子・他、2010 年、『Szenen2 kompakt 場面で学ぶドイツ語』、三修社 (978-4-384-13089-8 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回独和辞典を持参してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL742 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級１ 

(Intermediate German 1(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

杉山 香織(SUGIYAMA KAORI) 

ラング，ハイコ(LANG HEIKO K. C.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでのドイツ語の基礎知識をもとに，表現や語彙の幅を広げ，ドイツ語での実践的なコミュニケーション能力を養う。 

 

Based on the fundamental knowledge of German that students have learned up until now, students broaden their range of 

expressions and vocabulary and cultivate practical communication skills in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回開講。ドイツ人教員と日本人教員がそれぞれ 1 時限ずつ担当し，文法事項の確認・補足をしながら，ドイツ語力のステップ

アップを目指す。指定のテキストや補助教材を用いて様々な場面を想定し，口頭・読解練習，ペアワークやグループワークを行う

ことで，ドイツ語を「使う」力を身につける。小テストやプレゼンテーションを適宜行い，文法事項や会話表現の定着を図る。 

 

Held twice a week. A native German teacher and a native Japanese teacher are each responsible for a single period, aiming to 

improve German language skills while reviewing and supplementing grammar items. Students assume various situations using the 

designated textbook and supplementary course materials, practice speaking and reading and perform pair work and group work 

to improve their ability to “use” the German language. Quizzes and presentations are conducted as appropriate to establish 

grammar items and conversational expressions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，挨拶，自己紹介 

2. レストランで：注文の仕方 話法の助動詞 

3. レストランで：支払い 数詞 

4. ホテルで：ホテルを探す 形容詞の比較級 

5. ホテルで：ホテルの予約 話法の助動詞 

6. ホテルで：ホテルに到着して 時刻の言い方 

7. 街で：道を尋ねる 定冠詞・不定冠詞 

8. 街で：切手を買う 値段の表現 

9. 旅行と交通：ドイツの交通機関について 列車の発車，到着時刻を尋ねる 現在完了形 過去形 

10. 旅行と交通：駅で切符を買う 観光地について尋ねる 分離動詞 

11. 旅行と交通：日本とドイツの交通機関の違い 

12. 天気：天気，気温の表現 非人称の es 形容詞 

13. 天気：週末の予定を尋ねる 従属の接続詞 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題学習を必ず行い，独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(授業内活動・課題への取り組み)(30%)/小テスト・プレゼンテーション(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤修子・他、2010 年、『Szenen2 kompakt 場面で学ぶドイツ語』、三修社 (978-4-384-13089-8 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回独和辞典を持参してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL743 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級２ 

(Intermediate German 2(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

児島 由理(KOJIMA YURI) 

ブリール，Ｒ．(BRIEL,RITA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語での表現や語彙の幅をさらに広げ、発信力・理解力などのコミュニケーション能力を高める。 

 

Further extend your range of expressions and vocabulary in German, and enhance communication skills such as the ability to 

communicate and understand. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回開講。ドイツ人教員と日本人教員がそれぞれ１時限ずつ担当し、文法事項の確認・補足をしながらドイツ語力のステップア

ップを目指す。ペアワークやグループワーク、口頭・読解練習を通じて、ドイツ語を「使う」力を身につける。適宜小テストを実施す

る。 

 

Held twice a week. Native German teachers and native Japanese teachers are each responsible for a single period, aiming to 

improve German language skills while reviewing and supplementing grammar items. Students acquire the ability to “use” German 

through pair work, group work, oral and reading comprehension practice. Quizzes are performed as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、自己紹介 

2. サービスの利用：時間の表現 

3. サービスの利用：丁寧な依頼 

4. サービスの利用：広告、電話での表現 

5. 衣類：衣類の名称、気に入る/気に入らない 

6. 衣類：自分の価値判断を伝える、形容詞 

7. 衣類：デパートでの買い物 

8. 祝祭、パーティー：序数、誕生日 

9. 祝祭、パーティー：理由、人物、物事について語る 

10. 祝祭、パーティー：招待の表現 

11. 復習とまとめ 

12. 復習とまとめ 

13. 復習とまとめ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習、課題学習を必ず行い、独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（授業内活動・課題への取り組み・小テスト）(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Daniela Niebisch. 2006. Schritte international 2 (Kursbuch + Arbeitsbuch). Hueber (ISBN:978-3-19-001852-9) 

 

参考文献（Readings） 

１年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回独和辞典を必携のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL744 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級２ 

(Intermediate German 2(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
山口 まどか(YAMAGUCHI MADOKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語で「聞く」「書く」ことに主眼を置き，独検３級レベルから始め２級程度までの文法事項を扱います。 

 

This class focuses on “listening” and “writing” in German and deals with grammar items starting from level 3 to level 2 of the 

Diplom Deutsch in Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回，該当のテーマに合わせてリスニング，ディクテーションを中心におこないます。ディクテーション問題は授業時間内の課題と

して，随時提出してもらいます（毎回ではありません）。 

文法事項については『シュトラーセ』で扱わなかった項目を中心に解説し、練習問題等に取り組みます。独検 2 級以上の受験予

定者の希望があれば，その対策となる練習問題も採り入れます。 

リスニングやディクテーションへの取り組みは各個人の集中力がどれだけ維持できるかになってきますので，時にはドイツ語を使

ってのゲームなどで息抜きできるよう心がけていきます。 

 

Each class focuses on listening and dictation according to the theme. Dictation problems can be submitted as assignments at 

any time during the class schedule (not every time). 

Grammar items are explained with a focus on the items not dealt with in “Straße,” and students work on practice problems. If 

desired by students who are preparing to take level 2 or higher of the Diplom Deutsch in Japan, we will include appropriate 

practice problems as a countermeasure. 

As the amount of time students can deal with listening and dictation comes to depend on each individual's ability to 

concentrate, occasionally we will employ games using German to allow students to take a breather. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Begrüßung（挨拶）：リスニング・ディクテーション 

2. Zeitangabe（時をあらわす表現）：リスニング・ディクテーション 

3. 文法事項：接続法 II式、副詞 

4. Familie, Personen（家族や人々）：リスニング・ディクテーション 

5. 文法事項：接続法 I式、形容詞 

6. Wegbeschreibung（道案内）：リスニング・ディクテーション 

7. Landeskunde（ドイツ語圏の地誌）：リスニング・ディクテーション 

8. 文法事項：前置詞、関係詞 

9. Essen&Einkaufen（食事、買い物）：リスニング・ディクテーション 

10. 文法事項：分詞 

11. Ausbildung（教育と職業）：リスニング・ディクテーション 

12. 文法事項：接続詞 

13. Nachricht&Wetter（ニュースと天気予報）：リスニング・ディクテーション 

14. 文法事項：受動態 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習範囲，課題は毎回の授業で指示 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/授業時間内の課題(50%)/提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント対応 

 

参考文献（Readings） 

1. 『シュトラーセ・ノイ』、朝日出版社 
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1 年次に使用した上記以外のドイツ語の文法教科書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL745 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級２ 

(Intermediate German 2(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

ムレンス ゴリ(MUELENZ-GOLI KATHARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでのドイツ語の基礎知識をもとに，表現や語彙の幅を広げ，ドイツ語での実践的なコミュニケーション能力を養う。 

 

Based on the fundamental knowledge of German that students have learned up until now, students broaden their range of 

expressions and vocabulary and cultivate practical communication skills in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回開講。ドイツ人教員と日本人教員がそれぞれ 1 時限ずつ担当し，文法事項の確認・補足をしながら，ドイツ語力のステップ

アップを目指す。指定のテキストや補助教材を用いて様々な場面を想定し，口頭・読解練習，ペアワークやグループワークを行う

ことで，ドイツ語を「使う」力を身につける。小テストを適宜行い，文法事項の定着を図る。 

 

Held twice a week. Native German teachers and native Japanese teachers are each responsible for a single period, aiming to 

improve German language skills while reviewing and supplementing grammar items. Students assume various situations using the 

designated textbook and supplementary course materials, practice speaking and reading and perform pair work and group work 

to improve their ability to “use” the German language. Quizzes are conducted as appropriate to solidify grammar items. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介，夏休みの思い出を話す 過去形 現在完了 

2. 健康：体の部位について 

3. 健康：入浴，洗顔，歯磨き等の習慣 再帰の表現 

4. お祝い：贈り物を選ぶ，贈る 人称代名詞 所有冠詞 

5. お祝い：誕生日のメッセージ，パーティー 

6. 教育制度：ドイツの教育制度 副文 

7. 教育制度：あこがれの職業 接続法Ⅱ式 

8. 教育制度：ドイツの幼稚園 

9. ゴミと環境：ゴミの名称 

10. ゴミと環境：ゴミ処理の仕方を尋ねる 命令形 

11. 祝日：ゴミと環境：ドイツの環境政策 zu 不定詞 

12. 祝日：ドイツの祝祭と祝日，イースターとカーニバルについて 受動文  

13. 祝日：クリスマスと正月について尋ねる 関係文 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題学習を必ず行い，独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(授業内活動・課題への取り組み)(40%)/小テスト(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤修子・他、2010 年、『Szenen2 kompakt 場面で学ぶドイツ語』、三修社 (ISBN:978-4-384-13089-8) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回独和辞典を持参してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL746 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級２ 

(Intermediate German 2(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

杉山 香織(SUGIYAMA KAORI) 

ラング，ハイコ(LANG HEIKO K. C.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでのドイツ語の基礎知識をもとに，表現や語彙の幅を広げ，ドイツ語での実践的なコミュニケーション能力を養う。 

 

Based on their fundamental knowledge of the German language, students will broaden their range of expressions and vocabulary 

and cultivate practical communication skills in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回開講。ドイツ人教員と日本人教員がそれぞれ 1 時限ずつ担当し，文法事項の確認・補足をしながら，ドイツ語力のステップ

アップを目指す。指定のテキストや補助教材を用いて様々な場面を想定し，口頭・読解練習，ペアワークやグループワークを行う

ことで，ドイツ語を「使う」力を身につける。小テストやプレゼンテーションを適宜行い，文法事項や会話表現の定着を図る。 

 

In this twice-weekly course, a native German teacher and a native Japanese teacher are each responsible for a single period, 

aiming to improve German language skills while reviewing and supplementing grammar items. Students assume various situations 

using the designated textbook and supplementary course materials, practice speaking and reading, and perform paired and group 

work to improve their ability to “use” the German language. Quizzes and presentations are conducted as needed to assess 

grammar items and conversational expressions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介，夏休みの思い出を話す 過去形 現在完了 

2. 健康：体の部位について 

3. 健康：入浴，洗顔，歯磨き等の習慣 再帰の表現 

4. お祝い：贈り物を選ぶ，贈る 人称代名詞 所有冠詞 

5. お祝い：誕生日のメッセージ，パーティー 

6. 教育制度：ドイツの教育制度 副文 

7. 教育制度：あこがれの職業 接続法Ⅱ式 

8. 教育制度：ドイツの幼稚園 

9. ゴミと環境：ゴミの名称 

10. ゴミと環境：ゴミ処理の仕方を尋ねる 命令形 

11. 祝日：ゴミと環境：ドイツの環境政策 zu 不定詞 

12. 祝日：ドイツの祝祭と祝日，イースターとカーニバルについて 受動文  

13. 祝日：クリスマスと正月について尋ねる 関係文 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題学習を必ず行い，独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(授業内活動・課題への取り組み)(30%)/小テスト・プレゼンテーション(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤修子・他、2010 年、『Szenen2 kompakt 場面で学ぶドイツ語』、三修社 (ISBN:978-4-384-13089-8) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回独和辞典を持参してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL747 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード１ 

(Intermediate German 1 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1 年次に学んだドイツ語の基礎を確認し，語彙や表現の充実をはかることで，基本的なコミュニケーション能力を身につけます。 

 

Review the basics of German learned during the first year and improve your vocabulary and expressions to learn fundamental 

communication skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

コミュニケーションに重点を置き，これまで学んだ文法事項を実践的に使う力を培います。いろいろな場面を想定し，適切なドイツ

語表現を身につけると共に，ドイツ語圏の社会や文化への理解を深めることも目指します。適宜小テストを実施します。 

 

Emphasis is placed on oral practice and the ability to use grammar items used up to now in practical situations is cultivated. 

Students assume various scenarios and learn appropriate German expressions while deepening their understanding of culture 

and society in the German-speaking sphere. Quizzes are performed as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介 

2. 休暇先とそこでの活動について計画する 

3. ホテルでの手続き（受付で部屋を取る，宿泊リストに記入する） 

4. 依頼する・応える、観光局に問い合わせのメールを書く 

5. まとめテスト① 

6. 過去の行動について話す① 

7. 道を尋ねる，交通手段について話す 

8. 家に招待するメールを書く 

9. ショートスピーチ① 

10. どのような町に住みたいかを述べる，その理由を述べる（1） 

11. 街と田舎の暮らしを比較する 

12. 過去の行動について話す②，ブログにコメントを書く 

13. まとめテスト② 

14. ショートスピーチ② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習もしくは復習のために，指示した課題学習は必ず行ってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(50%)/ショートスピーチ 30%、まとめテスト 20％(50%) 

ショートスピーチは、ひとり 5 分程度、身近な話題をテーマに選んで話してもらう予定です。（家族，趣味，アルバイト，旅行の計画

や思い出など） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤原三枝子，本河裕子，野村幸宏，Carsten Waychert、2019、『スタート！２―コミュニケーションで学ぶドイツ語―』、三修社 

(ISBN:978-4-384-13096-6) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

個人だけでなく、ペアやグループで毎回練習する機会があります。恥ずかしがらず，参加者同士コミュニケーションを取り合って積

極的に発言してください。 

独和辞典を持参してください。 
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注意事項（Notice） 
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■FL748 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード１ 

(Intermediate German 1 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
五十嵐 豊(IGARASHI YUTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでに学んだドイツ語の文法事項を適宜復習しながら，語彙や口語表現パターンの幅を広げ，日常的なコミュニケーション能

力を身につけます。ドイツ語検定 4 級から 3 級レベル，CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）の A1 後半から A2 前半レベルに相当

するドイツ語力を目指します。 

 

Broaden your vocabulary and verbal expression patterns and acquire daily communication skills while reviewing the German 

grammar items you have learned so far. The objective of this course is for students’ German language abilities to be equivalent 

to levels 4-3 of the Diplom Deutsch in Japan and the second half of level A1 to the first half of level A2 of the CEFR (Common 

European Framework of Reference for Languages). 

 

授業の内容（Course Contents） 

既習の基本的文法事項を確認しながら，特に口頭練習やリスニングに力を注ぎます。指定のテキストを用いて，日常的なシチュ

エーションでの会話に慣れていきましょう。ドイツ語検定の過去問題なども取り入れ，さまざまな形でドイツ語に触れていきます。

また，DVD などの映像資料を用いながら，ドイツ語圏の文化や社会への理解も深めていきます。 

 

This course focuses on oral practice and listening while reviewing basic grammar already learned. Students become accustomed 

to conversations in common situations using the specified text. Past questions from the Diplom Deutsch in Japan are adopted, 

and German is touched on in various forms. Video materials such as DVDs are used so that students can deepen their 

understanding of society and culture in the German-speaking sphere. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 自己紹介・ウォーミングアップ 

2. LEKTION 1 Reisen（旅行） 

休暇先とそこでの活動について計画する 

3. LEKTION 1 Reisen（旅行） 

ホテルに宿泊する  

4. LEKTION 1 Reisen（旅行）  

依頼する・応える，問い合わせをする 

5. LEKTION 2 In der Stadt（街角で） 

過去の行動について話す(1) 

6. LEKTION 2 In der Stadt（街角で） 

道をたずねる，交通手段について話す 

7. LEKTION 2 In der Stadt（街角で） 

家に招待するメールを書く 

8. LEKTION 3 Typisch Stadt, typisch Land（街の暮らし，田舎の暮らし） 

どのような所に住みたいかを述べる，その理由を述べる 

9. LEKTION 3 Typisch Stadt, typisch Land（街の暮らし，田舎の暮らし）  

街と田舎の暮らしを比較する 

10. LEKTION 3 Typisch Stadt, typisch Land（街の暮らし，田舎の暮らし） 

過去の行動について話す(2) 

11. LEKTION 4 Sport, Gesundheit und Freizeit（スポーツ，健康，余暇） 

活動に友人を誘う，スポーツの経験について語る 

12. LEKTION 4 Sport, Gesundheit und Freizeit（スポーツ，健康，余暇） 

体調について述べる，アドバイスをする 

13. LEKTION 4 Sport, Gesundheit und Freizeit（スポーツ，健康，余暇） 

天気について話す，統計を読む 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された準備を必ず行った上で授業に臨むこと。また，音声教材を利用した音読練習や宿題にもきちんと取り組むこと。 



 - 44 - 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/提出物(10%)/授業参加度（練習や課題への取り組み）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤原三枝子ほか、2019、『スタート！ 2 コミュニケーション活動で学ぶドイツ語』、三修社 (978-4-384-13096-6 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書および独和辞典を授業時に持参のこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回の発音練習や会話練習に積極的に参加してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL749 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード２ 

(Intermediate German 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎／入門クラスでで学んだドイツ語の文法事項をテキストの中で確認しながら，語彙や表現を増やし，ドイツ語検定４級・３級相

当の能力を身につけることを目指します。 

 

The objective of this course is for students to increase their German vocabulary and expressions while reviewing the grammar 

items they learned in the first year, and for them to acquire German abilities matching levels 4-3 of the Diplom Deutsch in 

Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語圏の主に日常に関する様々なテーマを扱った教科書を用いて，特に「読む」技能に重点を置いてすすめます。各自ないし

ペアでテキストを音読したり、グループで練習問題を解きながら「聞く」「話す」「書く」練習も行っていきます。 

 

Using texts with various themes related to everyday life in the German-speaking sphere, students practice their “listening,” 

“speaking” and “writing” through pair work and group work, with a special emphasis on “reading” skills. Quizzes are performed 

as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介 

2. 地理と気候（1） ―冠詞類の格変化、基数と序数 

3. 地理と気候（2） ―冠詞類の格変化、基数と序数 

4. 食生活（1） ―前置詞の格支配、前置詞を含む熟語 

5. 食生活（2） ―前置詞の格支配、前置詞を含む熟語 

6. ドイツ語という言語（1） ―名詞の複数形、複数形に関する注意 

7. ドイツ語という言語（2） ―名詞の複数形、複数形に関する注意 

8. ドイツの大学（1） ―話法の助動詞、不定代名詞 man 

9. ドイツの大学（2） ―話法の助動詞、不定代名詞 man 

10. 祝日と休暇（1） ―形容詞の格変化、形容詞の名詞化 

11. 祝日と休暇（2） ―形容詞の格変化、形容詞の名詞化 

12. ドイツの治安事情（1） ―比較表現、「最も…なもののひとつ」 

13. ドイツの治安事情（2） ―比較表現、「最も…なもののひとつ」 

14. まとめテスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「読む」ことに重点を置く授業のため，毎回の予習は必須です。予習は毎回授業の最初にチェックします。 

授業の復習，課題学習を行い，独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（毎回の予習 50%，課題への取り組み 20%）(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Siegfried Kohlhammer，斎藤太郎、2019、『知りたいドイツ語～読みながらステップアップ～』、朝日出版社 (978-4-255-25403-

6 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

１年次に使用した教科書と独和辞典。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

解説を聞きノートを取るだけでなく、テキストの音読や予習してきた和訳を発表してもらうこともあります。 

Blackbord は特に使用しない予定です。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL750 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード２ 

(Intermediate German 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
児島 由理(KOJIMA YURI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次で学んだドイツ語の文法事項を確認しながら，語彙や表現を増やし，ドイツ語検定４級・３級相当の能力を身につけることを

目指します。 

 

The objective of this course is for students to increase their German vocabulary and expressions while reviewing the grammar 

items they learned in the first year, and for them to acquire German abilities matching levels 4-3 of the Diplom Deutsch in 

Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語圏の文化や社会についての様々なテーマを扱ったテキストを用いて，特に「読む」技能に重点を置きつつ，ペアワークや

グループワークなどを通じて「聞く」「話す」「書く」練習も行っていきます。 

 

Using texts with various themes related to society and culture in the German-speaking sphere, students practice their 

“listening,” “speaking” and “writing” through pair work and group work, with a special emphasis on “reading” skills.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介 

2. 数で見るヨーロッパ ―場所の前置詞 

3. ヨーロッパの中のドイツ ―日付，数詞 

4. ドイツの音楽教育，ポップアカデミー ―話法の助動詞① 

5. ドイツの童謡 ―時間の前置詞 

6. Ｅメール ―外交的接続法，形容詞の格変化 

7. ショートメッセージ ―話法の助動詞② 

8. ビオな買い物 ―現在完了① 

9. ドイツの閉店時間 ―現在完了②，時刻 

10. ドイツの大学 ― 比較級，受動態① 

11. ドイツの就活 ―受動態② 

12. 文法の復習，聞き取り練習 

13. 文法の復習，聞き取り練習 

14. まとめテスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「読む」ことに重点を置く授業のため，毎回の予習は必須です。また，授業の復習，課題学習を行い，独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（毎回の予習・課題への取り組み・小テスト）(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. シュミット，ドゥッペルｰタカヤマ，三ッ石，和泉、2011、『現代ドイツを学ぶための 10 章』、三修社 (978-4-384-13087-4 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

１年次に使用した教科書と独和辞典。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL751 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード３ 

(Intermediate German 3 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまで学んだドイツ語の基礎知識をもとに，コミュニケーションに必要なフレーズや語彙を身に付け，自ら発信する力を培いま

す。 

 

Based on the fundamental knowledge of German you have learned up until now, learn the phrases and vocabulary necessary for 

communication and develop the ability to communicate yourself. 

 

授業の内容（Course Contents） 

コミュニケーションに重点を置き，これまで学んだ文法事項を実践的に使う力を培います。いろいろな場面を想定し，適切なドイツ

語表現を身につけると共に，ドイツ語圏の社会や文化への理解を深めることも目指します。適宜小テストを実施します。 

 

Emphasis is placed on oral practice and the ability to use grammar items used up to now in practical situations is cultivated. 

Students assume various scenarios and learn appropriate German expressions while deepening their understanding of culture 

and society in the German-speaking sphere. Quizzes are performed as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介 

2. 友人を誘う，スポーツの経験について語る 

3. 体調について述べる，健康のためにしていることを話す，アドバイスや提案をする 

4. 天気について話す，統計を読む 

5. まとめテスト① 

6. なりたかった職業について話す，その理由を述べる 

7. 職業の長所・短所を述べる，将来の職業について話す 

8. ドイツの教育制度を理解する，大学生活について話す 

9. ショートスピーチ① 

10. お祝い事について読む・話す 

11. モットーやパーティー計画・発表する 

12. SMSの招待状を読む・返事を書く，正月の予定について話す 

13. まとめテスト② 

14. ショートスピーチ② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習もしくは復習のために，指示した課題学習は必ず行ってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(50%)/ショートスピーチ 30%，まとめテスト 20%(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤原三枝子，本河裕子，野村幸宏，Carsten Waychert、2019、『スタート！２―コミュニケーションで学ぶドイツ語―』、三修社 

(978-4-384-13096-6 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

個人だけでなく、ペアやグループで毎回練習する機会があります。恥ずかしがらず，参加者同士コミュニケーションを取り合って積

極的に発言してください。 

独和辞典を持参してください。 
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注意事項（Notice） 
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■FL752 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード３ 

(Intermediate German 3 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
五十嵐 豊(IGARASHI YUTAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでに学んだドイツ語の文法事項を適宜復習しながら，語彙や口頭表現パターンの幅を広げ，日常的なコミュニケーション能

力を身につけます。ドイツ語検定 3 級レベル，CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）の A2 レベルに相当するドイツ語力を目指しま

す。 

 

Broaden your vocabulary and verbal expression patterns and acquire daily communication skills while reviewing the German 

grammar items you have learned so far. The objective of this course is for students’ German language abilities to be equivalent 

to level 3 of the Diplom Deutsch in Japan and level A2 of the CEFR (Common European Framework of Reference for 

Languages). 

 

授業の内容（Course Contents） 

既習の基本的文法事項を確認しながら，特に口頭練習やリスニングに力を注ぎます。ドイツ語検定の過去問題などにも取り組

み，自身の達成度を客観的に確認する機会も設ける予定です。また，DVD などの映像資料を用いながら，ドイツ語圏の文化や社

会への理解も深めていきます。 

 

This course focuses on oral practice and listening while reviewing basic grammar already learned. Students also deal with past 

problems from the Diplom Deutsch in Japan and are provided with the chance to objectively measure their level of achievement. 

Video materials such as DVDs are used so that students can deepen their understanding of society and culture in the German-

speaking sphere. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 自己紹介 ～夏休みには何をしましたか？ 

2. LEKTION 5 Schule und Ausbildung（学校と専門教育） 

なりたかった職業について話す，その理由を述べる  

3. LEKTION 5 Schule und Ausbildung（学校と専門教育） 

職業の長所・短所を話す，将来の職業について話す 

4. LEKTION 5 Schule und Ausbildung（学校と専門教育） 

ドイツの教育制度を理解する，大学生活について話す 

5. LEKTION 6 Dienstleistungen（サービス業）  

Web広告を読む，何に関心があるかを述べる 

6. LEKTION 6 Dienstleistungen（サービス業） 

スクールに問い合わせをする・申し込みをする 

7. LEKTION 6 Dienstleistungen（サービス業） 

日常生活で困ったことについて話す 

8. LEKTION 7 Feste Feiern（祝祭） 

お祝い事について読む・話す 

9. LEKTION 7 Feste Feiern（祝祭） 

服装・色について好みを言う 

10. LEKTION 7 Feste Feiern（祝祭） 

クリスマスと正月 

11. LEKTION 8 Prüfungstraining A2（A2 試験についてのトレーニング）(1) 

12. LEKTION 8 Prüfungstraining A2（A2 試験についてのトレーニング）(2) 

13. LEKTION 8 Prüfungstraining A2（A2 試験についてのトレーニング）(3) 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された準備を必ず行った上で授業に臨むこと。また，音声教材を利用した音読練習や宿題にもきちんと取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終テスト(Final Test)(30%)/提出物(10%)/授業参加度（練習や課題への取り組み）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤原三枝子ほか、2019、『スタート！ 2 コミュニケーション活動で学ぶドイツ語』、三修社 (978-4-384-13096-6 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書および独和辞典を授業時に持参のこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回の発音練習や会話練習に積極的に参加してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL753 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード４ 

(Intermediate German 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎／入門クラスでで学んだドイツ語の文法事項をテキストの中で確認しながら，語彙や表現を増やし，ドイツ語検定３級（～2

級）相当の能力を身につけることを目指します。 

 

The objective of this course is for students to increase their German vocabulary and expressions while reviewing the grammar 

items they learned in the first year, and for them to acquire German abilities matching levels 3(-2) of the Diplom Deutsch in 

Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語圏に関する様々なテーマを扱った教科書を用いて，特に「読む」技能に重点を置いてすすめます。各自ないしペアでテキ

ストを音読したり、グループで練習問題を解きながら「聞く」「話す」「書く」練習も行っていきます。 

 

Using texts with various themes related to the German-speaking sphere, students practice their “listening,” “speaking” and 

“writing” through pair work and group work, with a special emphasis on “reading” skills.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介 

2. 教育制度（1） ―分離動詞と非分離動詞、再帰代名詞と再帰動詞 

3. 教育制度（2） ―分離動詞と非分離動詞、再帰代名詞と再帰動詞 

4. 政治制度（1） ―受動態、zu 不定詞句 

5. 政治制度（2） ―受動態、zu 不定詞句 

6. ドイツの歴史外観（1） ―過去の表現 

7. ドイツの歴史外観（2） ―過去の表現 

8. ドイツの歴史外観（3） ―過去の表現 

9. 音楽の国ドイツ（1） ―副文の語順 

10. 音楽の国ドイツ（2） ―副文の語順 

11. アドヴェントとクリスマス ―接続法（非現実話法） 

12. ドイツの年末 ―接続法Ⅱ式の過去 

13. 文法の復習，聞き取り練習 

14. まとめテスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「読む」ことに重点を置く授業のため，毎回の予習は必須です。予習は毎回授業の最初にチェックします。 

授業の復習，課題学習を行い，独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（毎回の予習 50%，課題への取り組み 20%）(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Siegfried Kohlhammer，斎藤太郎、2019、『知りたいドイツ語～読みながらステップアップ～』、朝日出版社 (978-4-255-25403-

6 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

１年次に使用した教科書と独和辞典。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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解説を聞きノートを取るだけでなく、テキストの音読や予習してきた和訳を発表してもらうこともあります。 

Blackbord は特に使用しない予定です。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL754 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード４ 

(Intermediate German 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
児島 由理(KOJIMA YURI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次で学んだドイツ語の文法事項を確認しながら，語彙や表現を増やし，ドイツ語検定４級・３級相当の能力を身につけることを

目指します。 

 

The objective of this course is for students to increase their German vocabulary and expressions while reviewing the grammar 

items they learned in the first year, and for them to acquire German abilities matching levels 4-3 of the Diplom Deutsch in 

Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語圏の文化や社会についての様々なテーマを扱ったテキストを用いて，特に「読む」技能に重点を置きつつ，ペアワークや

グループワークなどを通じて「聞く」「話す」「書く」練習も行っていきます。 

 

Using texts with various themes related to society and culture in the German-speaking sphere, students practice their 

“listening,” “speaking” and “writing” through pair work and group work, with a special emphasis on “reading” skills.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介 

2. ドイツに住む人々 ―wenn を使った文章，関係代名詞① 

3. 外国語を学ぶ ―関係代名詞② 

4. カリーヴルスト ―冠飾句，過去形 

5. ビオナーデ ―関係文 

6. 環境保護の精神 ―分離動詞，非分離動詞 

7. 省エネハウス ―接続詞 

8. ドイツの博物館，美術館 ―zu不定詞 

9. バウハウス ―um...zu 不定詞 

10. アドヴェントとクリスマス ―接続法（非現実話法） 

11. ドイツの年末 ―接続法Ⅱ式の過去 

12. 文法の復習，聞き取り練習 

13. 文法の復習，聞き取り練習 

14. まとめテスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「読む」ことに重点を置く授業のため，毎回の予習は必須です。また，授業の復習，課題学習を行い，独和辞典を必携のこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（毎回の予習・課題への取り組み・小テスト）(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. シュミット，ドゥッペル－タカヤマ，三ッ石，和泉、2011、『現代ドイツを学ぶための 10 章』、三修社 (978-4-384-13087-4 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

１年次に使用した教科書と独和辞典。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL759 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語入門 

(Beginner's German) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 真一(SAKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目標にドイツ語の初歩的基礎を学習し秋学期の履修の土台を形成する

ことを目指す。 

 

The objective of this course is for students to study the fundamentals of the German language and learn a balance of the four 

language skills (listening, speaking, reading and writing), with the aim of building a foundation for courses taken in the fall 

semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（約 300 語），口頭練習，聞き取り練習などを行いながら，ドイツ語の発音の基礎，日常生活に即した

基礎的な表現を学習する。さらに，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Students learn the basics of German pronunciation, basic expressions used in daily life, explanations of grammar items and basic 

vocabulary (about 300 words) while practicing speaking and listening comprehension. Also, through the history and culture of the 

German speaking sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アルファベット，挨拶，発音の基礎 

2. 自己紹介：文の作り方(1) 動詞の現在人称変化(1) 

3. 自己紹介：文の作り方(2) 動詞の現在人称変化(1) 

4. 買い物：数字・値段の表現，名詞の性と数，冠詞 

5. 買い物：数字・値段の表現，名詞，冠詞と「格」 

6. 家族の紹介：名詞の複数形，所有・否定冠詞 

7. 中間テスト 

8. 質問の仕方，答え方：動詞の現在人称変化(2) 

9. 時刻の表現：命令・依頼の仕方 

10. 推薦する／気に入る：冠詞類と格，人称代名詞 

11. 街を歩く：前置詞と格，場所の表し方 

12. 街を歩く：前置詞と格，曜日・月・季節 

13. 予定を話す：話法の助動詞，分離動詞 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL760 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語入門 

(Beginner's German) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目標にドイツ語の初歩的基礎を学習し秋学期の履修の土台を形成する

ことを目指す。 

 

The objective of this course is for students to study the fundamentals of the German language and learn a balance of the four 

language skills (listening, speaking, reading and writing), with the aim of building a foundation for courses taken in the fall 

semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（約 300 語），口頭練習，聞き取り練習などを行いながら，ドイツ語の発音の基礎，日常生活に即した

基礎的な表現を学習する。さらに，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Students learn the basics of German pronunciation, basic expressions used in daily life, explanations of grammar items and basic 

vocabulary (about 300 words) while practicing speaking and listening comprehension. Also, through the history and culture of the 

German speaking sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アルファベット，挨拶，発音の基礎 

2. 自己紹介：文の作り方(1) 動詞の現在人称変化(1) 

3. 自己紹介：文の作り方(2) 動詞の現在人称変化(1) 

4. 買い物：数字・値段の表現，名詞の性と数，冠詞 

5. 買い物：数字・値段の表現，名詞，冠詞と「格」 

6. 家族の紹介：名詞の複数形，所有・否定冠詞 

7. 中間テスト 

8. 質問の仕方，答え方：動詞の現在人称変化(2) 

9. 時刻の表現：命令・依頼の仕方 

10. 推薦する／気に入る：冠詞類と格，人称代名詞 

11. 街を歩く：前置詞と格，場所の表し方 

12. 街を歩く：前置詞と格，曜日・月・季節 

13. 予定を話す：話法の助動詞，分離動詞 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL761 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語入門 

(Beginner's German) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 香織(SUGIYAMA KAORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目標にドイツ語の初歩的基礎を学習し秋学期の履修の土台を形成する

ことを目指す。 

 

The objective of this course is for students to study the fundamentals of the German language and learn a balance of the four 

language skills (listening, speaking, reading and writing), with the aim of building a foundation for courses taken in the fall 

semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（約 300 語），口頭練習，聞き取り練習などを行いながら，ドイツ語の発音の基礎，日常生活に即した

基礎的な表現を学習する。さらに，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Students learn the basics of German pronunciation, basic expressions used in daily life, explanations of grammar items and basic 

vocabulary (about 300 words) while practicing speaking and listening comprehension. Also, through the history and culture of the 

German speaking sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アルファベット，挨拶，発音の基礎 

2. 自己紹介：文の作り方(1) 動詞の現在人称変化(1) 

3. 自己紹介：文の作り方(2) 動詞の現在人称変化(1) 

4. 買い物：数字・値段の表現，名詞の性と数，冠詞 

5. 買い物：数字・値段の表現，名詞，冠詞と「格」 

6. 家族の紹介：名詞の複数形，所有・否定冠詞 

7. 中間テスト 

8. 質問の仕方，答え方：動詞の現在人称変化(2) 

9. 時刻の表現：命令・依頼の仕方 

10. 推薦する／気に入る：冠詞類と格，人称代名詞 

11. 街を歩く：前置詞と格，場所の表し方 

12. 街を歩く：前置詞と格，曜日・月・季節 

13. 予定を話す：話法の助動詞，分離動詞 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL762 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語入門 

(Beginner's German) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 真一(SAKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目標にドイツ語の初歩的基礎を学習し秋学期の履修の土台を形成する

ことを目指す。 

 

The objective of this course is for students to study the fundamentals of the German language and learn a balance of the four 

language skills (listening, speaking, reading and writing), with the aim of building a foundation for courses taken in the fall 

semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（約 300 語），口頭練習，聞き取り練習などを行いながら，ドイツ語の発音の基礎，日常生活に即した

基礎的な表現を学習する。さらに，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Students learn the basics of German pronunciation, basic expressions used in daily life, explanations of grammar items and basic 

vocabulary (about 300 words) while practicing speaking and listening comprehension. Also, through the history and culture of the 

German speaking sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アルファベット，挨拶，発音の基礎 

2. 自己紹介：文の作り方(1) 動詞の現在人称変化(1) 

3. 自己紹介：文の作り方(2) 動詞の現在人称変化(1) 

4. 買い物：数字・値段の表現，名詞の性と数，冠詞 

5. 買い物：数字・値段の表現，名詞，冠詞と「格」 

6. 家族の紹介：名詞の複数形，所有・否定冠詞 

7. 中間テスト 

8. 質問の仕方，答え方：動詞の現在人称変化(2) 

9. 時刻の表現：命令・依頼の仕方 

10. 推薦する／気に入る：冠詞類と格，人称代名詞 

11. 街を歩く：前置詞と格，場所の表し方 

12. 街を歩く：前置詞と格，曜日・月・季節 

13. 予定を話す：話法の助動詞，分離動詞 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL763 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語入門 

(Beginner's German) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 修司(SATO SHUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目標にドイツ語の初歩的基礎を学習し秋学期の履修の土台を形成する

ことを目指す。 

 

The objective of this course is for students to study the fundamentals of the German language and learn a balance of the four 

language skills (listening, speaking, reading and writing), with the aim of building a foundation for courses taken in the fall 

semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（約 300 語），口頭練習，聞き取り練習などを行いながら，ドイツ語の発音の基礎，日常生活に即した

基礎的な表現を学習する。さらに，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Students learn the basics of German pronunciation, basic expressions used in daily life, explanations of grammar items and basic 

vocabulary (about 300 words) while practicing speaking and listening comprehension. Also, through the history and culture of the 

German speaking sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アルファベット，挨拶，発音の基礎 

2. 自己紹介：文の作り方(1) 動詞の現在人称変化(1) 

3. 自己紹介：文の作り方(2) 動詞の現在人称変化(1) 

4. 買い物：数字・値段の表現，名詞の性と数，冠詞 

5. 買い物：数字・値段の表現，名詞，冠詞と「格」 

6. 家族の紹介：名詞の複数形，所有・否定冠詞 

7. 中間テスト 

8. 質問の仕方，答え方：動詞の現在人称変化(2) 

9. 時刻の表現：命令・依頼の仕方 

10. 推薦する／気に入る：冠詞類と格，人称代名詞 

11. 街を歩く：前置詞と格，場所の表し方 

12. 街を歩く：前置詞と格，曜日・月・季節 

13. 予定を話す：話法の助動詞，分離動詞 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL764 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語入門 

(Beginner's German) 

担当者名 

（Instructor） 

浜崎 桂子(HAMAZAKI KEIKO) 

山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目標にドイツ語の初歩的基礎を学習し秋学期の履修の土台を形成する

ことを目指す。 

 

The objective of this course is for students to study the fundamentals of the German language and learn a balance of the four 

language skills (listening, speaking, reading and writing), with the aim of building a foundation for courses taken in the fall 

semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（約 300 語），口頭練習，聞き取り練習などを行いながら，ドイツ語の発音の基礎，日常生活に即した

基礎的な表現を学習する。さらに，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Students learn the basics of German pronunciation, basic expressions used in daily life, explanations of grammar items and basic 

vocabulary (about 300 words) while practicing speaking and listening comprehension. Also, through the history and culture of the 

German speaking sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アルファベット，挨拶，発音の基礎 

2. 自己紹介：文の作り方(1) 動詞の現在人称変化(1) 

3. 自己紹介：文の作り方(2) 動詞の現在人称変化(1) 

4. 買い物：数字・値段の表現，名詞の性と数，冠詞 

5. 買い物：数字・値段の表現，名詞，冠詞と「格」 

6. 家族の紹介：名詞の複数形，所有・否定冠詞 

7. 中間テスト 

8. 質問の仕方，答え方：動詞の現在人称変化(2) 

9. 時刻の表現：命令・依頼の仕方 

10. 推薦する／気に入る：冠詞類と格，人称代名詞 

11. 街を歩く：前置詞と格，場所の表し方 

12. 街を歩く：前置詞と格，曜日・月・季節 

13. 予定を話す：話法の助動詞，分離動詞 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL765 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語初級 

(Elementary German) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 真一(SAKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎ドイツ語入門」に引き続き，言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目指す。 

 

Following “Beginner's German,” the objective of this course is for students to acquire a balance between the four language 

skills (listening, speaking, reading and writing). 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（「基礎 1」と合計で約 700 語）や基礎表現を使う練習を通し，短いテクストの読解力も身につける。ま

た，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Through explanations of grammar items and practice using basic vocabulary (“Basic 1” plus about 700 words) and basic 

expressions, students learn to read and comprehend short texts. Also, through the history and culture of the German speaking 

sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 既習事項の復習 

2. 夏休みに何をした？：現在完了形 

3. 夏休みはどこにいた？：過去形，副文と接続詞 

4. 誕生日を祝う：受動態 

5. 誕生日はいつ？：序数，年月日の言い方 

6. 中間テスト 

7. 天候の話題：es の使い方，zu 不定詞句 

8. 服を選ぶ：形容詞の使い方，格変化 

9. 服を選ぶ：形容詞の格変化 

10. 服を選ぶ：形容詞の比較，最上級表現 

11. 体調について話す：再帰代名詞と再帰動詞 

12. ドイツのアドヴェント：関係代名詞，関係副詞 

13. ドイツのクリスマス：非現実話法，外交的表現 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL766 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語初級 

(Elementary German) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎ドイツ語入門」に引き続き，言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目指す。 

 

Following “Beginner's German,” the objective of this course is for students to acquire a balance between the four language 

skills (listening, speaking, reading and writing). 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（「基礎 1」と合計で約 700 語）や基礎表現を使う練習を通し，短いテクストの読解力も身につける。ま

た，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Through explanations of grammar items and practice using basic vocabulary (“Basic 1” plus about 700 words) and basic 

expressions, students learn to read and comprehend short texts. Also, through the history and culture of the German speaking 

sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 既習事項の復習 

2. 夏休みに何をした？：現在完了形 

3. 夏休みはどこにいた？：過去形，副文と接続詞 

4. 誕生日を祝う：受動態 

5. 誕生日はいつ？：序数，年月日の言い方 

6. 中間テスト 

7. 天候の話題：es の使い方，zu 不定詞句 

8. 服を選ぶ：形容詞の使い方，格変化 

9. 服を選ぶ：形容詞の格変化 

10. 服を選ぶ：形容詞の比較，最上級表現 

11. 体調について話す：再帰代名詞と再帰動詞 

12. ドイツのアドヴェント：関係代名詞，関係副詞 

13. ドイツのクリスマス：非現実話法，外交的表現 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL767 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語初級 

(Elementary German) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 香織(SUGIYAMA KAORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎ドイツ語入門」に引き続き，言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目指す。 

 

Following “Beginner's German,” the objective of this course is for students to acquire a balance between the four language 

skills (listening, speaking, reading and writing). 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（「基礎 1」と合計で約 700 語）や基礎表現を使う練習を通し，短いテクストの読解力も身につける。ま

た，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Through explanations of grammar items and practice using basic vocabulary (“Basic 1” plus about 700 words) and basic 

expressions, students learn to read and comprehend short texts. Also, through the history and culture of the German speaking 

sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 既習事項の復習 

2. 夏休みに何をした？：現在完了形 

3. 夏休みはどこにいた？：過去形，副文と接続詞 

4. 誕生日を祝う：受動態 

5. 誕生日はいつ？：序数，年月日の言い方 

6. 中間テスト 

7. 天候の話題：es の使い方，zu 不定詞句 

8. 服を選ぶ：形容詞の使い方，格変化 

9. 服を選ぶ：形容詞の格変化 

10. 服を選ぶ：形容詞の比較，最上級表現 

11. 体調について話す：再帰代名詞と再帰動詞 

12. ドイツのアドヴェント：関係代名詞，関係副詞 

13. ドイツのクリスマス：非現実話法，外交的表現 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL768 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語初級 

(Elementary German) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 真一(SAKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎ドイツ語入門」に引き続き，言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目指す。 

 

Following “Beginner's German,” the objective of this course is for students to acquire a balance between the four language 

skills (listening, speaking, reading and writing). 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（「基礎 1」と合計で約 700 語）や基礎表現を使う練習を通し，短いテクストの読解力も身につける。ま

た，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Through explanations of grammar items and practice using basic vocabulary (“Basic 1” plus about 700 words) and basic 

expressions, students learn to read and comprehend short texts. Also, through the history and culture of the German speaking 

sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 既習事項の復習 

2. 夏休みに何をした？：現在完了形 

3. 夏休みはどこにいた？：過去形，副文と接続詞 

4. 誕生日を祝う：受動態 

5. 誕生日はいつ？：序数，年月日の言い方 

6. 中間テスト 

7. 天候の話題：es の使い方，zu 不定詞句 

8. 服を選ぶ：形容詞の使い方，格変化 

9. 服を選ぶ：形容詞の格変化 

10. 服を選ぶ：形容詞の比較，最上級表現 

11. 体調について話す：再帰代名詞と再帰動詞 

12. ドイツのアドヴェント：関係代名詞，関係副詞 

13. ドイツのクリスマス：非現実話法，外交的表現 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL769 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語初級 

(Elementary German) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 修司(SATO SHUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎ドイツ語入門」に引き続き，言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目指す。 

 

Following “Beginner's German,” the objective of this course is for students to acquire a balance between the four language 

skills (listening, speaking, reading and writing). 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（「基礎 1」と合計で約 700 語）や基礎表現を使う練習を通し，短いテクストの読解力も身につける。ま

た，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Through explanations of grammar items and practice using basic vocabulary (“Basic 1” plus about 700 words) and basic 

expressions, students learn to read and comprehend short texts. Also, through the history and culture of the German speaking 

sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 既習事項の復習 

2. 夏休みに何をした？：現在完了形 

3. 夏休みはどこにいた？：過去形，副文と接続詞 

4. 誕生日を祝う：受動態 

5. 誕生日はいつ？：序数，年月日の言い方 

6. 中間テスト 

7. 天候の話題：es の使い方，zu 不定詞句 

8. 服を選ぶ：形容詞の使い方，格変化 

9. 服を選ぶ：形容詞の格変化 

10. 服を選ぶ：形容詞の比較，最上級表現 

11. 体調について話す：再帰代名詞と再帰動詞 

12. ドイツのアドヴェント：関係代名詞，関係副詞 

13. ドイツのクリスマス：非現実話法，外交的表現 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL770 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語初級 

(Elementary German) 

担当者名 

（Instructor） 

浜崎 桂子(HAMAZAKI KEIKO) 

山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎ドイツ語入門」に引き続き，言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目指す。 

 

Following “Beginner's German,” the objective of this course is for students to acquire a balance between the four language 

skills (listening, speaking, reading and writing). 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（「基礎 1」と合計で約 700 語）や基礎表現を使う練習を通し，短いテクストの読解力も身につける。ま

た，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Through explanations of grammar items and practice using basic vocabulary (“Basic 1” plus about 700 words) and basic 

expressions, students learn to read and comprehend short texts. Also, through the history and culture of the German speaking 

sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 既習事項の復習 

2. 夏休みに何をした？：現在完了形 

3. 夏休みはどこにいた？：過去形，副文と接続詞 

4. 誕生日を祝う：受動態 

5. 誕生日はいつ？：序数，年月日の言い方 

6. 中間テスト 

7. 天候の話題：es の使い方，zu 不定詞句 

8. 服を選ぶ：形容詞の使い方，格変化 

9. 服を選ぶ：形容詞の格変化 

10. 服を選ぶ：形容詞の比較，最上級表現 

11. 体調について話す：再帰代名詞と再帰動詞 

12. ドイツのアドヴェント：関係代名詞，関係副詞 

13. ドイツのクリスマス：非現実話法，外交的表現 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL771 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語コミュニケーション１ 

(Advanced German Communication 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ムレンス ゴリ(MUELENZ-GOLI KATHARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

総合的なドイツ語運用能力を高めるとともに，ドイツ，ヨーロッパの文化，歴史，社会，また時事的なテーマについても学びます。

留学経験者に適しています。 

 

In addition to improving your overall German language proficiency, learn about culture, history, society and current events in 

Germany and Europe. Suitable for students with experience studying abroad. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ネイティヴ・スピーカーの教員による週一回の授業です。現代のドイツ，ヨーロッパについて，さまざまなテーマに関連する語彙や

表現を学び，プレゼンテーション，議論をすることで，幅広いコミュニケーションの力をつけます。 

 

This is a weekly class taught by a native speaker. Students learn vocabulary and expressions related to various themes 

concerning modern-day Germany and Europe, and develop extensive communication skills through presentations and 

discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：既習事項の確認 

2. テーマ１：表現練習 

3. テーマ１：発話練習 

4. テーマ１：プレゼン，ディスカッション 

5. テーマ２：表現練習 

6. テーマ２：発話練習 

7. テーマ２：プレゼン，ディスカッション 

8. 復習，確認 

9. テーマ３：表現練習 

10. テーマ３：発話練習 

11. テーマ３：プレゼン，ディスカッション 

12. テーマ４：表現練習，発話練習 

13. テーマ４：プレゼン，ディスカッション 

14. 復習，まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題の学習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度や課題(50%)/授業内に実施する口頭および筆記小テストなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内でプリントを配付。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は，履修者の積極的な活動への参加，グループワークなどを中心に行う。映像・音声資料を使用する。独検 3 級以上，ある

いは Goethe-Zertifikat B1 以上に相当。 

課題へのフィードバックは随時授業内で行う。 

 

留学未経験者でコミュニケーション力に不安を覚える学生は，ネイティヴ・スピーカーの教員による「上級ドイツ語ライティング」科

目も開設されているので，選択肢として検討して欲しい。 
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注意事項（Notice） 
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■FL772 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語コミュニケーション２ 

(Advanced German Communication 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ムレンス ゴリ(MUELENZ-GOLI KATHARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

総合的なドイツ語運用能力を高めるとともに，ドイツ，ヨーロッパの文化，歴史，社会，また時事的なテーマについても学びます。

留学経験者に適しています。 

 

In addition to improving your overall German language proficiency, learn about culture, history, society and current events in 

Germany and Europe. Suitable for students with experience studying abroad. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ネイティヴ・スピーカーの教員による週一回の授業です。現代のドイツ，ヨーロッパについて，さまざまなテーマに関連する語彙や

表現を学び，プレゼンテーション，議論をすることで，幅広いコミュニケーションの力をつけます。 

 

This is a weekly class taught by a native speaker. Students learn vocabulary and expressions related to various themes 

concerning modern-day Germany and Europe, and develop extensive communication skills through presentations and 

discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：既習事項の確認 

2. テーマ１：表現練習 

3. テーマ１：発話練習 

4. テーマ１：プレゼン，ディスカッション 

5. テーマ２：表現練習 

6. テーマ２：発話練習 

7. テーマ２：プレゼン，ディスカッション 

8. 復習，確認 

9. テーマ３：表現練習 

10. テーマ３：発話練習 

11. テーマ３：プレゼン，ディスカッション 

12. テーマ４：表現練習，発話練習 

13. テーマ４：プレゼン，ディスカッション 

14. 復習，まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題の学習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度や課題(50%)/授業内に実施する口頭および筆記小テストなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内でプリントを配付。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は，履修者の積極的な活動への参加，グループワークなどを中心に行う。映像・音声資料を使用する。独検 3 級以上，ある

いは Goethe-Zertifikat B1 以上に相当。 

課題へのフィードバックは随時授業内で行う。 

 

留学未経験者でコミュニケーション力に不安を覚える学生は，ネイティヴ・スピーカーの教員による「上級ドイツ語ライティング」科

目も開設されているので，選択肢として検討して欲しい。 
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注意事項（Notice） 
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■FL773 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語ライティング１ 

(Advanced German Writing 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ブリール，Ｒ．(BRIEL,RITA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語を書く練習を通して，総合力の発展を目指します。ドイツ語既習者に適しています。 

 

The objective of this class is to develop students’ overall abilities through practice in writing in German. Suitable for students 

who have already studied German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ネイティヴ・スピーカーの教員による週一回の授業です。状況に合わせて，言いたいことをより適切なドイツ語で表現することを通

して，両者の言葉の違いを意識し，言葉の背後の文化の違いを学びます。 

 

This is a weekly class taught by a native speaker. By expressing what they want to say in more appropriate German based on 

the situation, students become aware of the differences between the two languages and learn the cultural differences behind 

the languages. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：既習事項の確認 

2. 自己紹介：表現の確認 

3. 自己紹介：作文と添削 

4. 手紙：さまざまな形式，表現の確認 

5. 手紙：作文と添削 

6. スピーチ：さまざまな形式，表現の確認 

7. スピーチ：作文と添削 

8. スピーチ：発表 

9. テーマ１：小論文の形式，表現の確認 

10. テーマ１：テクストの構成 

11. テーマ１：作文と添削 

12. テーマ２：表現の確認 

13. テーマ２：作文と添削 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題の学習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(50%)/提出物や随時実施する小テストなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内でプリントを配付。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に随時指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

グループワークなどを中心に授業をすすめる。宿題・復習などの自主学習を積極的に行うこと。 

小テスト，課題については随時授業内でフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL774 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語ライティング２ 

(Advanced German Writing 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ブリール，Ｒ．(BRIEL,RITA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語を書く練習を通して，総合力の発展を目指します。ドイツ語既習者に適しています。 

 

The objective of this class is to develop students’ overall abilities through practice in writing in German. Suitable for students 

who have already studied German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ネイティヴ・スピーカーの教員による週一回の授業です。状況に合わせて，言いたいことをより適切なドイツ語で表現することを通

して，両者の言葉の違いを意識し，言葉の背後の文化の違いを学びます。 

 

This is a weekly class taught by a native speaker. By expressing what they want to say in more appropriate German based on 

the situation, students become aware of the differences between the two languages and learn the cultural differences behind 

the languages. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：既習事項の確認 

2. 自己紹介：表現の確認 

3. 自己紹介：作文と添削 

4. 手紙：さまざまな形式，表現の確認 

5. 手紙：作文と添削 

6. スピーチ：さまざまな形式，表現の確認 

7. スピーチ：作文と添削 

8. スピーチ：発表 

9. テーマ１：小論文の形式，表現の確認 

10. テーマ１：テクストの構成 

11. テーマ１：作文と添削 

12. テーマ２：表現の確認 

13. テーマ２：作文と添削 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題の学習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(50%)/提出物や随時実施する小テストなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内でプリントを配付。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に随時指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

グループワークなどを中心に授業をすすめる。宿題・復習などの自主学習を積極的に行うこと。 

小テスト，課題については随時授業内でフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL775 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語リスニング・リーディング１ 

(Advanced German Listening & Reading 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語テキストを読解する技術を高め，ニュース等の生のドイツ語を聞き理解する能力の向上を図ります。   

 

Improve your skills at reading and comprehending German texts and improve your ability to listen to and understand natural 

German such as news.   

 

授業の内容（Course Contents） 

新聞記事や雑誌，Web上のニュースなどの様々なジャンルのテキストや映像教材を用いて読解およびリスニングを行い，現代の

ドイツ語圏の文化・社会を理解するために必要なドイツ語の語彙を増やし、読解およびリスニングに必要な技術や知識を身に付

けます。 

 

Students practice reading comprehension and listening using texts and listening course materials from various genres such as 

newspaper articles, magazines and news on the Web, to increase their vocabulary of German words necessary to understand 

modern society and culture in the German-speaking sphere and acquire the skills and knowledge necessary for reading 

comprehension and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

3. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

4. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

5. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

6. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

7. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

8. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

9. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

10. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

11. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

12. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

13. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の予習，復習，課題を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度など(50%)/授業内に実施する小テストや課題など(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 2017 年、『知ってほしい国 ドイツ』、高文研 (ISBN:978-4-87498-633-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL776 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語リスニング・リーディング２ 

(Advanced German Listening & Reading 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 大介(BABA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語の読解と聞き取りの能力を鍛える。 

 

The aim of this course is for students to improve their German skill in reading and listening. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1. 事前に指定されたドイツ語のテクストを日本語に翻訳し、これを期日までに提出する。 

2. 授業時に、添削済みの課題を受け取り、その解説を聴く。 

3. 解説済みのテクストを正確に音読できるよう練習をする。 

4. 次の授業時に、そのテクストと解説に基づき、語彙・語法を確認するための小テストとディクテーション（聞き取ったドイツ語の

書き取り）が行われる。 

 

This course focuses on the following: 

 

1. Students are required to hand in their translation homework from German into Japanese every week. 

2. In class, students' homework is checked, and grammatical points are explained for students to understand the text. 

3. Students are expected to read the text to practice German pronunciation. 

4. In the following class, there is a test as well as a dictation based on the text and the explanation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（最初の課題の提出期限も伝えるので、必ず出席すること）→発音レクチャー 

2. 発音テスト→テクストの解説→音読の練習 

3. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

4. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

5. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

6. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

7. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

8. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

9. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

10. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

11. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

12. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

13. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

14. テクストの解説→お茶会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定されたドイツ語テクストの和訳課題を毎週確実に行うこと。また解説済みのテクストを使って、音読と聞き取りの練習を定期

的に行うこと。テクストの音声データは、Blackboardを通じて配布する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題の提出状況(50%)/小テスト・ディクテーション(30%)/授業時の音読(20%) 

1.  3 回目の欠席を以って、単位取得不可となる。2. 授業のはじめに行われる小テストを受けなければ、欠席扱いとなる。3. 期

限を過ぎた課題の提出は、原則受付けない。4. 課題の出来が好ましくない場合、その再提出を行ってもらう。 

 

テキスト（Textbooks） 

テクストは初回の授業で配布する。辞書は毎回必ず持参すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 井出万秀、Claudia Hamman、『Mit Takao und Jürgen durch Würzburg（専門コースへのドイツ語文法）』、朝日出版 
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2. 中島悠爾、平尾浩三、朝倉巧、『必携ドイツ文法総まとめ』、白水社 

3. 『クラウン独和辞典』、三省堂 

4. Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt 

紙辞書の購入を強く推奨する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業時に行った連絡および解説は、Blackboardに掲載する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL777 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語演習１ 

(Advanced German 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
吉村 暁子(YOSHIMURA AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツやヨーロッパ，日本の社会背景や時事的テーマへの理解を深めるとともに，読解力や発信力など，総合的なドイツ語運用能

力を高めます。またドイツ語で意見を伝えるために，作文や口頭での発言の技術も身につけます。 

 

Deepen your understanding of the social background and current events of Germany, Europe and Japan while improving your 

overall ability to use the German language, such as reading comprehension and communication ability. Students also learn 

written and oral communication abilities in order to convey their ideas in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツの文化や日常生活をテーマとする手紙文やウェブ上のテキスト、記事や告知文など，さまざまな種類のドイツ語テクストの

読解を通じて、文法の復習や語彙の確認を行います。 

またテクストのテーマについて独作文やディクテーション、簡単な意見交換の練習も行います。 

そのために、毎回さまざまな発言用のフレーズを学び、小テストなどで確認します。 

 

Through reading and comprehending various types of German texts such as letters, websites, articles and announcements with 

themes related to German culture and daily life, students review grammar and reinforce vocabulary. 

Students also practice German writing, dictation and simple brainstorming on the theme of a text. 

To do this, students learn a variety of phrases to speak each time and review them with quizzes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、自己紹介 

2. 文化の違い（１） 

3. 文化の違い（２） 

4. 若者の生活（１） 

5. 若者の生活（２） 

6. 住まい（１） 

7. 住まい（２） 

8. メディア（１） 

9. メディア（２） 

10. 学校生活（１） 

11. 学校生活（２） 

12. スポーツ（１） 

13. スポーツ（２） 

14. まとめ：テーマについて作文 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の予習・復習はもちろん，課題学習を行うこと。課題学習の内容は授業中に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(20%)/授業への参加度(40%)/提出課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉本モニカ・筒井友弥、2018、『ディベートのためのドイツ語』、三修社 (ISBN:9784384130973) 

その他、授業でコピーを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中島 悠爾ほか著、2003、『必携ドイツ文法総まとめ』、白水社 (ISBN:978-4560004920) 

ドイツ語基礎で使用した教科書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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毎回独和辞典を必携のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL778 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語演習２ 

(Advanced German 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
吉村 暁子(YOSHIMURA AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツやヨーロッパ，日本の社会背景や時事的テーマへの理解を深めるとともに，読解力や発信力など，総合的なドイツ語運用能

力を高めます。またドイツ語で意見を伝えるために，作文や口頭での発言の技術も身につけます。 

 

Deepen your understanding of the social background and current events of Germany, Europe and Japan while improving your 

overall ability to use the German language, such as reading comprehension and communication ability. Students also learn 

written and oral communication abilities in order to convey their ideas in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前期に引き続き、文化や日常生活をテーマとする手紙文やウェブ上のテキスト、記事や告知文など，さまざまな種類のドイツ語テ

クストの読解を通じて、文法の復習や語彙の確認を行います。 

またテクストのテーマについて独作文やディクテーション、簡単な意見交換の練習も行います。 

そのために、毎回さまざまな発言用のフレーズを学び、小テストなどで確認します。 

 

Continuing from last semester, students review grammar and reinforce vocabulary through reading and comprehending various 

types of German texts such as letters, websites, articles and announcements with themes related to German culture and daily 

life. 

Students also practice German writing, dictation and simple brainstorming on the theme of a text. 

To do this, students learn a variety of phrases to speak each time and review them with quizzes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、自己紹介 

2. 将来の夢（１）読解 

3. 将来の夢（２） 

4. 旅行（１） 

5. 旅行（２） 

6. 音楽（１） 

7. 音楽（２） 

8. 食生活（１） 

9. 食生活（２） 

10. 映画（１） 

11. 映画（２） 

12. 金銭（１） 

13. 金銭（２） 

14. まとめ：テーマについて作文 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の予習・復習はもちろん，課題学習を行うこと。課題学習の内容は授業中に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(20%)/授業への参加度(40%)/提出課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉本モニカ・筒井友弥、2018、『ディベートのためのドイツ語』、三修社 (ISBN:9784384130973) 

その他、授業でコピーを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中島 悠爾ほか著、2003、『必携ドイツ文法総まとめ』、白水社 (ISBN:978-4560004920) 

ドイツ語基礎で使用した教科書 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回独和辞典を必携のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL799 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

言語情報処理論（ドイツ語） 

(Information processing and language(German)) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本にいても，ドイツ語圏へ行っても，ドイツ語を使って必要な情報を得たり，手続きなどを自分でやってみることができるスキル

を身に付ける。 

 

Learn the skills to use German to get the information you need or follow procedures by yourself, regardless of if you are in 

Japan or if you travel within the German-speaking sphere. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語入力の練習からスタートし，各種のリサーチ，メールの書き方など，パソコンやスマホを使って日常的に日本語で行ってい

るようなことをドイツ語で一緒にやってみる。加えて，インターネットを使ったドイツ語学習にも挑戦し，ドイツ語力そのものの向上も

目指す。 

 

Students practice doing things using computers and smartphones in German that they usually do in Japanese, starting with 

German language input practice and including various research and writing emails. In addition, students attempt to learn German 

using the internet to improve their German language skills.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，ドイツ語で入力してみる 

2. ドイツ語入力おさらい，コンピューター用語の日独対照リストを作る 

3. ドイツ語で日常のチェック（1） 天気を調べる，ニュースを集める 

4. ドイツ語で日常のチェック（2） 週末のイベントを調べる，レシピを調べる 

5. ドイツ語でリサーチ（1） 自分の専攻に関して大学のホームページを見てみる 

6. ドイツ語でメールを書く（ていねい・カジュアル） 

7. ドイツ語でリサーチ（2） ドイツのクリスマスについて調べる 

8. ドイツ語でリサーチ（3） クリスマスマーケットを見に行く都市を選ぶ 

9. ドイツ語でリサーチ（4） クリスマスマーケットの概要，したいことをまとめる 

10. ドイツ語でリサーチ（5） 選んだ都市やマーケットまでの行き方やホテルを探す 

11. リサーチ結果のプレゼンテーション 

12. ネットでドイツ語学習（1） 授業で習った文法事項をドイツ語の説明で見てみる 

13. ネットでドイツ語学習（２） 無料の学習サイトを利用する 

14. まとめ，グループワーク 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題を授業中に完成できない場合，指示のあった期日までに仕上げてブラックボードに提出すること。 

特に留学を考えている／ドイツに行く予定がある者は，テーマごとの検索キーワードとして役立ちそうなドイツ語の単語を授業中

にメモし、後で復習を兼ねてまとめておくと役立つ可能性あり。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（授業内活動・課題への取り組み 50%、小プレゼンテーション 20%）(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に随時配布またはブラックボードにてリンク等紹介。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

日本語入力ができれば，それ以上のコンピューター能力は特に前提としない。毎回ドイツ語のサイトから必要な情報を収集するた

め，ドイツ語に関しては初級文法修了程度（「ドイツ語基礎１・２」履修済み程度，R Guide の科目表備考欄を確認！）の知識・技

能を習得していること。 
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作業は基本的に各自で行ってもらうが，参加人数によってはペアやグループで取り組んでもらう機会も設ける予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL821 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級１ 

(Intermediate German 1(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

杉山 香織(SUGIYAMA KAORI) 

ムレンス ゴリ(MUELENZ-GOLI KATHARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでのドイツ語の基礎知識をもとに，表現や語彙の幅を広げ，ドイツ語での実践的なコミュニケーション能力を養う。 

 

Based on the fundamental knowledge of German that students have learned up until now, students broaden their range of 

expressions and vocabulary and cultivate practical communication skills in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回開講。ドイツ人教員と日本人教員がそれぞれ 1 時限ずつ担当し，文法事項の確認・補足をしながら，ドイツ語力のステップ

アップを目指す。指定のテキストや補助教材を用いて様々な場面を想定し，口頭・読解練習，ペアワークやグループワークを行う

ことで，ドイツ語を「使う」力を身につける。小テストやプレゼンテーションを適宜行い，文法事項や会話表現の定着を図る。 

 

Held twice a week. A native German teacher and a native Japanese teacher are each responsible for a single period, aiming to 

improve German language skills while reviewing and supplementing grammar items. Students assume various situations using the 

designated textbook and supplementary course materials, practice speaking and reading and perform pair work and group work 

to improve their ability to “use” the German language. Quizzes and presentations are conducted as appropriate to establish 

grammar items and conversational expressions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，挨拶，自己紹介 

2. レストランで：注文の仕方 話法の助動詞 

3. レストランで：支払い 数詞 

4. ホテルで：ホテルを探す 形容詞の比較級 

5. ホテルで：ホテルの予約 話法の助動詞 

6. ホテルで：ホテルに到着して 時刻の言い方 

7. 街で：道を尋ねる 定冠詞・不定冠詞 

8. 街で：切手を買う 値段の表現 

9. 旅行と交通：ドイツの交通機関について 列車の発車，到着時刻を尋ねる 現在完了形 過去形 

10. 旅行と交通：駅で切符を買う 観光地について尋ねる 分離動詞 

11. 旅行と交通：日本とドイツの交通機関の違い 

12. 天気：天気，気温の表現 非人称の es 形容詞 

13. 天気：週末の予定を尋ねる 従属の接続詞 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題学習を必ず行い，独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(授業内活動・課題への取り組み)(30%)/小テスト・プレゼンテーション(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤修子・他、2010 年、『Szenen2 kompakt 場面で学ぶドイツ語』、三修社 (978-4-384-13089-8 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回独和辞典を持参してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL822 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級１ 

(Intermediate German 1(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
本田 博之(HONDA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

準中級程度の文法と読解力を身につけ，ドイツ語圏の文化や社会についての知識を深める。 

 

Students acquire quasi-intermediate levels of grammar and reading comprehension, and deepen their knowledge of society and 

culture in the German-speaking sphere. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎文法を復習しながら，旅行，メルヒェン，音楽などをテーマとした文章と練習問題に取り組んでいく。 

 

Students work with texts and practice problems with themes of travel, fairytales and music while reviewing basic grammar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス＆ 第 0 課: クラスメートと仲良くなろう！ 

2. 初級文法復習 

3. 初級文法復習 

4. 第 1 課: ドイツを知る 

5. 第 1 課: ドイツを知る 

6. 第 2 課: 旅行 

7. 第 2 課: 旅行 

8. 第 3 課: メルヒェンの世界 

9. 第 3 課: メルヒェンの世界 

10. 第 4 課: ウィーンとその文化 

11. 第 4 課: ウィーンとその文化 

12. 第 4 課: ウィーンとその文化 

13. 復習 

14. 授業内テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の音声教材を用いて，普段から発音練習をしておくこと。意味がわからなくても，まずはドイツ語の文章を発音してくださ

い。覚えるべき語彙ないし表現も発音して覚えるようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業参加度(30%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Ute Schmidt/三ツ石祐子 他、2016、『CD[MP3]付き ファウストとメフィストと学ぶドイツ文化 8章プラスエクストラ』、三修社 

(978-4-384-13095-9 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL823 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級２ 

(Intermediate German 2(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

杉山 香織(SUGIYAMA KAORI) 

ムレンス ゴリ(MUELENZ-GOLI KATHARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでのドイツ語の基礎知識をもとに，表現や語彙の幅を広げ，ドイツ語での実践的なコミュニケーション能力を養う。 

 

Based on their fundamental knowledge of the German language, students will broaden their range of expressions and vocabulary 

and cultivate practical communication skills in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回開講。ドイツ人教員と日本人教員がそれぞれ 1 時限ずつ担当し，文法事項の確認・補足をしながら，ドイツ語力のステップ

アップを目指す。指定のテキストや補助教材を用いて様々な場面を想定し，口頭・読解練習，ペアワークやグループワークを行う

ことで，ドイツ語を「使う」力を身につける。小テストやプレゼンテーションを適宜行い，文法事項や会話表現の定着を図る。 

 

In this twice-weekly course, a native German teacher and a native Japanese teacher are each responsible for a single period, 

aiming to improve German language skills while reviewing and supplementing grammar items. Students assume various situations 

using the designated textbook and supplementary course materials, practice speaking and reading, and perform paired and group 

work to improve their ability to “use” the German language. Quizzes and presentations are conducted as needed to assess 

grammar items and conversational expressions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介，夏休みの思い出を話す 過去形 現在完了 

2. 健康：体の部位について 

3. 健康：入浴，洗顔，歯磨き等の習慣 再帰の表現 

4. お祝い：贈り物を選ぶ，贈る 人称代名詞 所有冠詞 

5. お祝い：誕生日のメッセージ，パーティー 

6. 教育制度：ドイツの教育制度 副文 

7. 教育制度：あこがれの職業 接続法Ⅱ式 

8. 教育制度：ドイツの幼稚園 

9. ゴミと環境：ゴミの名称 

10. ゴミと環境：ゴミ処理の仕方を尋ねる 命令形 

11. 祝日：ゴミと環境：ドイツの環境政策 zu 不定詞 

12. 祝日：ドイツの祝祭と祝日，イースターとカーニバルについて 受動文  

13. 祝日：クリスマスと正月について尋ねる 関係文 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題学習を必ず行い，独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(授業内活動・課題への取り組み)(30%)/小テスト・プレゼンテーション(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤修子・他、2010 年、『Szenen2 kompakt 場面で学ぶドイツ語』、三修社 (ISBN:978-4-384-13089-8) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回独和辞典を持参してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL824 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級２ 

(Intermediate German 2(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
本田 博之(HONDA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中級程度の文法と読解力を身につけ，ドイツ語圏の文化や社会についての知識を深める。 

 

Students acquire intermediate levels of grammar and reading comprehension, and deepen their knowledge of society and culture 

in the German-speaking sphere. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎文法を復習しながら，世界遺産，東ドイツ，芸術などをテーマとした文章と練習問題に取り組んでいく。 

 

Students work with texts and practice problems with themes of World Heritage, East Germany and the arts while reviewing 

basic grammar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス  

2. 第 1 課から 2 課までの復習 

3. 第 3 課から 4 課までの復習 

4. 第 5 課: 世界遺産 

5. 第 5 課: 世界文化遺産 

6. 第 6 課: ドイツの発明品 

7. 第 6 課: 意外と身近にあるドイツ製品 

8. 第 7 課: 東ドイツ 

9. 第 7 課: 東ドイツへの郷愁 

10. 第 8 課: クリムトとベートーヴェン 

11. 第 8 課: クリムトとベートーヴェン 

12. 第 8 課: 第九 

13. クリスマスと大晦日 

14. 授業内テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の音声教材を用いて，普段から発音練習をしておくこと。意味がわからなくても，辞書を引く前にまずはドイツ語の文章を

発音してください。覚えるべき語彙ないし表現も発音して覚えるようにしましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業参加度(30%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Ute Schmidt/三ツ石祐子 他、2016、『CD[MP3]付き ファウストとメフィストと学ぶドイツ文化 8章プラスエクストラ』、三修社 

(ISBN:978-4-384-13095-9) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL825 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード１ 

(Intermediate German 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
飯田 道子(IIDA MICHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでに学んだ文法を復習しながら、中級へのステップアップをはかります。 

ドイツの最新情報をとりあげたテキストを用いて、文法練習をしながら、まとまった内容の文章を読む力をつけていきます。 

 

Students advance to the intermediate level while reviewing the grammar they have learned. 

Students acquire the ability to read texts with large volumes of content in German while practicing grammar. 

 

授業の内容（Course Contents） 

一年次に学んだ文法を復習しながら、文の構造や機能についてもう一歩ふみこんで学びます。 

授業計画にあげた文法練習のほかに、ドイツについての理解を深める映像や、参加者によるディスカッションなどもとりいれてい

きたいと考えます。 

 

Learn more about the structure and functions of sentences while reviewing the grammar learned during the first year. 

Solidify your grammar knowledge, add reading materials that matches the learning content . In addition to the grammar practice 

mentioned in the syllabus, videos and discussions among students will also be adopted to help further students’ understanding 

of Germany. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション   

2. ドイツという国 

3. ドイツについて～発表と映像資料 

4. 読み物：基本法 

5. 基本法：文法練習 

6. 女性参政権行使 100 周年 

7. 女性参政権行使 100 周年：文法練習 

8. ドイツの若者と政治 

9. ドイツの若者と政治：文法練習 

10. 男性、女性、多様 

11. 男性、女性、多様：文法練習 

12. 住宅不足と家賃の高騰 

13. 住宅不足と家賃の高騰 

14. まとめとテスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学習した文法をしっかり復習してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への参加度(30%)/授業内の課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Raab, 石井、2020、『時事ドイツ語 2020 年度版』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25434-0) 

 

参考文献（Readings） 

辞書を必携のこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL826 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード２ 

(Intermediate German 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎／入門クラスでで学んだドイツ語の文法事項をテキストの中で確認しながら，語彙や表現を増やし，ドイツ語検定４級・３級相

当の能力を身につけることを目指します。 

 

The objective of this course is for students to increase their German vocabulary and expressions while reviewing the grammar 

items they learned in the first year, and for them to acquire German abilities matching levels 4-3 of the Diplom Deutsch in 

Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語圏の文化や社会についての様々なテーマを扱った教科書を用いて，特に「読む」技能に重点を置いてすすめます。各自

ないしペアでテキストを音読したり、グループで練習問題を解きながら「聞く」「話す」「書く」練習も行っていきます。 

 

Using texts with various themes related to society and culture in the German-speaking sphere, students practice their 

“listening,” “speaking” and “writing” through pair work and group work, with a special emphasis on “reading” skills.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介 

2. 数で見るヨーロッパ ―場所の前置詞 

3. ヨーロッパの中のドイツ ―日付，数詞 

4. ドイツの音楽教育，ポップアカデミー ―話法の助動詞① 

5. ドイツの童謡 ―時間の前置詞 

6. Ｅメール ―外交的接続法，形容詞の格変化 

7. ショートメッセージ ―話法の助動詞② 

8. ビオな買い物 ―現在完了① 

9. ドイツの閉店時間 ―現在完了②，時刻 

10. ドイツの大学 ― 比較級，受動態① 

11. ドイツの就活 ―受動態② 

12. 文法の復習，聞き取り練習 

13. 文法の復習，聞き取り練習 

14. まとめテスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「読む」ことに重点を置く授業のため，毎回の予習は必須です。予習は毎回授業の最初にチェックします。 

授業の復習，課題学習を行い，独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（毎回の予習・課題への取り組み・小テスト）(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. シュミット，ドゥッペルｰタカヤマ，三ッ石，和泉、2011、『現代ドイツを学ぶための 10 章』、三修社 (978-4-384-13087-4 C1084) 

解説を聞くだけでなく、テキストの音読や予習してきた和訳を発表してもらうことがあります。 

Blackbord は特に使用しない予定です。 

 

参考文献（Readings） 

１年次に使用した教科書と独和辞典。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

解説を聞きノートを取るだけでなく、テキストの音読や予習してきた和訳を発表してもらうこともあります。 

Blackbord は特に使用しない予定です。 
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注意事項（Notice） 
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■FL827 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード３ 

(Intermediate German 3 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
飯田 道子(IIDA MICHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでに学習したドイツ語文法を復習しながら，中級文法のひとつ上を目指して、まとまった内容の文章を理解する力をつけて

いきます。ドイツ語圏の文化についての理解を深めていきます。 

 

This course aims for students to reach one level above intermediate German grammar while reviewing the grammar they learned 

up to this point and understanding sentences with large amounts of detail. Students will deepen their understanding of culture in 

the German-speaking sphere. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に続いて文法の練習を行いながら、ドイツについての様々なテーマを選んで，より高度な文章を読んでいきます。ドイツの

歴史や文化理解の助けとなるよう，適宜映像資料を取り入れながら授業を進めていきます。 

 

Following the spring semester, students improve their expressive power whole practicing grammar. A variety of themes related 

to Germany are chosen and students read more advanced texts. Classes move forward while incorporating appropriate video 

materials to help with students’ comprehension of German history and culture. As expression practice, challenge yourself 

through debates. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ＥＵとドイツ 

3. ＥＵとドイツ 

4. ＥＵ プラスチック禁止令 

5. ＥＵ プラスチック禁止令：文法練習  

6. ドイツ現代史の問題点 

7. 11.9 とドイツ 

8. ベルリンの壁崩壊 

9. 東西冷戦とドイツ 

10. バウハウス 100 年 

11. バウハウス 100 年 

12. 映画をみる 

13. 映画をみる 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基礎的な文法を復習しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席および授業への参加度(30%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Raab, 石井、2020、『時事ドイツ語 2020 年度版』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25434-0) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書は必携のこと。春学期から続けて受講することが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL828 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード４ 

(Intermediate German 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎／入門クラスで学んだドイツ語の文法事項を確認しながら，語彙や表現を増やし，ドイツ語検定４級・３級相当の能力を身に

つけることを目指します。 

 

The objective of this course is for students to increase their German vocabulary and expressions while reviewing the grammar 

items they learned in the first year, and for them to acquire German abilities matching levels 4-3 of the Diplom Deutsch in 

Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語圏の文化や社会についての様々なテーマを扱った教科書を用いて，特に「読む」技能に重点を置いてすすめます。各自

ないしペアでテキストを音読したり、グループで練習問題を解きながら「聞く」「話す」「書く」練習も行っていきます。 

 

Using texts with various themes related to society and culture in the German-speaking sphere, students practice their 

“listening,” “speaking” and “writing” through pair work and group work, with a special emphasis on “reading” skills.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介 

2. ドイツに住む人々 ―wenn を使った文章，関係代名詞① 

3. 外国語を学ぶ ―関係代名詞② 

4. カリーヴルスト ―冠飾句，過去形 

5. ビオナーデ ―関係文 

6. 環境保護の精神 ―分離動詞，非分離動詞 

7. 省エネハウス ―接続詞 

8. ドイツの博物館，美術館 ―zu不定詞 

9. バウハウス ―um...zu 不定詞 

10. アドヴェントとクリスマス ―接続法（非現実話法） 

11. ドイツの年末 ―接続法Ⅱ式の過去 

12. 文法の復習，聞き取り練習 

13. 文法の復習，聞き取り練習 

14. まとめテスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「読む」ことに重点を置く授業のため，毎回の予習は必須です。予習は毎回授業の最初にチェックします。 

授業の復習，課題学習を行い，独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（毎回の予習・課題への取り組み・小テスト）(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. シュミット，ドゥッペル－タカヤマ，三ッ石，和泉、2011、『現代ドイツを学ぶための 10 章』、三修社 (978-4-384-13087-4 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

１年次に使用した教科書と独和辞典。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

解説を聞きノートを取るだけでなく、テキストの音読や予習してきた和訳を発表してもらうこともあります。 

Blackboard は特に使用しない予定です。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL831 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語コミュニケーション１ 

(Advanced German Communication 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ウィットシュトック，Ｊ．Ｅ．(WITTSTOCK,JUERGEN E.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

総合的なドイツ語運用能力を高めるとともにドイツ，ヨーロッパの時事的なテーマについて学びます。 

 

In addition to improving your overall German language proficiency, learn about current events in Germany and Europe. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ネイティヴ・スピーカーの教員による週一回の授業です。映像ややさしいニュースなどを用いながら，現在のドイツ語圏のアクチュ

アルな事情，特に環境問題への取り組みについて，テーマに関連する語彙や表現を学び，議論の練習をすることで，幅広いコミ

ュニケーションの力をつけます。また，学習内容やスキルを生かして，ビデオ・プレゼンテーション作成を行います。 

 

This is a weekly class taught by a native speaker. The class deals with the current actual state of affairs in the German-

speaking world, especially environmental issues while using videos and simplified news; students learn vocabulary and 

expressions related to the theme, practice discussions and develop extensive communication abilities. Students also make a 

video presentation by taking advantage of the learning contents and skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：既習事項確認 

2. テーマ１：表現・語彙の確認 

3. テーマ１：発話練習 

4. テーマ１：議論の練習 

5. テーマ２：表現・語彙の確認 

6. テーマ２：発話練習 

7. テーマ２：議論の練習 

8. テーマ３：表現・語彙の確認 

9. テーマ３：発話練習 

10. テーマ３：議論の練習 

11. ビデオプレゼン作成準備１ 

12. ビデオプレゼン作成準備２ 

13. 全体まとめ１ 

14. 全体まとめ２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題の学習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度など(50%)/授業内に実施する小テストなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内でプリントを配布 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://rikkyodeutsch.ning.com/ 

http://m.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030 

 

授業は、参加者の積極的な活動への参加、グループワークなどを中心に行う。映像・音声資料を使用する。 

課題へのフィードバックは随時授業内で行う。 
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注意事項（Notice） 
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■FL832 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語コミュニケーション２ 

(Advanced German Communication 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ウィットシュトック，Ｊ．Ｅ．(WITTSTOCK,JUERGEN E.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

総合的なドイツ語運用能力を高めるとともにドイツ，ヨーロッパの時事的なテーマについて学びます。 

 

In addition to improving your overall German language proficiency, learn about current events in Germany and Europe. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ネイティヴ・スピーカーの教員による週一回の授業です。映像ややさしいニュースなどを用いながら，現在のドイツ語圏のアクチュ

アルな事情，特に環境問題への取り組みについて，テーマに関連する語彙や表現を学び，議論の練習をすることで，幅広いコミ

ュニケーションの力をつけます。また，学習内容やスキルを生かして，ビデオ・プレゼンテーション作成を行います。 

 

This is a weekly class taught by a native speaker. The class deals with the current actual state of affairs in the German-

speaking world, especially environmental issues while using videos and simplified news; students learn vocabulary and 

expressions related to the theme, practice discussions and develop extensive communication abilities. Students also make a 

video presentation by taking advantage of the learning contents and skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：既習事項確認 

2. テーマ１：表現・語彙の確認 

3. テーマ１：発話練習 

4. テーマ１：議論の練習 

5. テーマ２：表現・語彙の確認 

6. テーマ２：発話練習 

7. テーマ２：議論の練習 

8. テーマ３：表現・語彙の確認 

9. テーマ３：発話練習 

10. テーマ３：議論の練習 

11. ビデオプレゼン作成準備１ 

12. ビデオプレゼン作成準備２ 

13. 全体まとめ１ 

14. 全体まとめ２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題の学習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度など(50%)/授業内に実施する小テストなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内でプリントを配布 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://rikkyodeutsch.ning.com/ 

http://m.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030 

 

授業は、参加者の積極的な活動への参加、グループワークなどを中心に行う。映像・音声資料を使用する。 

課題へのフィードバックは随時授業内で行う。 
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注意事項（Notice） 
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■FL833 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語ライティング１ 

(Advanced German Writing 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ウィットシュトック，Ｊ．Ｅ．(WITTSTOCK,JUERGEN E.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語を書く練習を通して，総合力の発展を目指します。 

 

The objective of this class is to develop students’ overall abilities through practice in writing in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ネイティヴ・スピーカーの教員による週一回の授業です。映像ややさしいニュースなどを用いながら，現在のドイツ語圏のアクチュ

アルな事情に触れつつ，ドイツ語表現の特徴を学びます。また，ニュースの要旨をドイツ語で書く練習を通して，適切なドイツ語で

書く力を身につけます。 

 

This is a weekly class taught by a native speaker. Students learn about the characteristics of German expressions and touch on 

the current actual state of affairs in the German-speaking sphere while making use of videos and simplified news. Through 

practice with writing summaries of the news in German, students learn to write with proper German. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：既習事項の確認 

2. テーマ１：語彙・表現の確認１ 

3. テーマ１：語彙・表現の確認２ 

4. テーマ１：要旨を書く１ 

5. テーマ１：要旨を書く２ 

6. テーマ２：語彙・表現の確認１ 

7. テーマ２：語彙・表現の確認２ 

8. テーマ２：要旨を書く１ 

9. テーマ２：要旨を書く２ 

10. テーマ３：語彙・表現の確認１ 

11. テーマ３：語彙・表現の確認２ 

12. テーマ３：要旨を書く１ 

13. テーマ３：要旨を書く２ 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題の学習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業での活動の参加度(50%)/随時実施する小テストなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内でプリントを配付。 

 

参考文献（Readings） 

授業内に指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://m.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030 

授業は、参加者の積極的な活動への参加、グループワークなどを中心に行う。映像・音声資料を使用する。 

課題へのフィードバックは随時授業内で行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL834 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語ライティング２ 

(Advanced German Writing 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ウィットシュトック，Ｊ．Ｅ．(WITTSTOCK,JUERGEN E.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語を書く練習を通して，総合力の発展を目指します。 

 

The objective of this class is to develop students’ overall abilities through practice in writing in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ネイティヴ・スピーカーの教員による週一回の授業です。映像ややさしいニュースなどを用いながら，現在のドイツ語圏のアクチュ

アルな事情に触れつつ，ドイツ語表現の特徴を学びます。また，ニュースの要旨をドイツ語で書く練習を通して，適切なドイツ語で

書く力を身につけます。 

 

This is a weekly class taught by a native speaker. Students learn about the characteristics of German expressions and touch on 

the current actual state of affairs in the German-speaking sphere while making use of videos and simplified news. Through 

practice with writing summaries of the news in German, students learn to write with proper German. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：既習事項の確認 

2. テーマ１：語彙・表現の確認１ 

3. テーマ１：語彙・表現の確認２ 

4. テーマ１：要旨を書く１ 

5. テーマ１：要旨を書く２ 

6. テーマ２：語彙・表現の確認１ 

7. テーマ２：語彙・表現の確認２ 

8. テーマ２：要旨を書く１ 

9. テーマ２：要旨を書く２ 

10. テーマ３：語彙・表現の確認１ 

11. テーマ３：語彙・表現の確認２ 

12. テーマ３：要旨を書く１ 

13. テーマ３：要旨を書く２ 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題の学習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業での活動の参加度(50%)/随時実施する小テストなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内でプリントを配付。 

 

参考文献（Readings） 

授業内に指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://m.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030 

授業は、参加者の積極的な活動への参加、グループワークなどを中心に行う。映像・音声資料を使用する。 

課題へのフィードバックは随時授業内で行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL835 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語リスニング・リーディング１ 

(Advanced German Listening & Reading 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テキスト，音声・映像の概要を把握し，必要な情報を得る能力の向上を図る。 

 

Understand the outline of text, audio and video and improve your ability to extract necessary information. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日常生活において身近な話題に関するドイツ語テキストの音読や和訳をすることで，読解に必要な技術や知識を身に付ける。ま

た，日本ないしドイツで行われている語学検定の過去問・対策集，ニュースや短編映画などの映像・音声をリスニングの教材とし

て扱い，理解のコツをつかむことを目指す。リーディングとリスニング両方を毎回行う予定だが、比重は使用する教材および参加

者の希望によって調整する。 

 

Learn the necessary skills and knowledge for reading comprehension by reading aloud and translating German-language texts 

about familiar topics in everyday life. This course deals with past questions and countermeasures for language examinations 

conducted in Japan and Germany, as well as news and short film videos and audio listening course materials, so that students 

can get the hang of understanding them. Each class will include reading and listening, but their relative importance will be 

adjusted according to the course materials used and student wishes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，（時間に応じて）リーディングまたはリスニングおためし 

2. リーディング (日常のあいさつ)／リスニング（検定過去問または対策集より） 

3. リーディング (依頼や感謝のことば)／リスニング（検定過去問または対策集より） 

4. リーディング (新語の誕生)／リスニング（検定過去問または対策集より） 

5. リーディング (購買意欲に影響する「香り」)／リスニング（短編映画またはコマーシャル映像より） 

6. リーディング中間まとめ① ／リスニング(短編映画またはコマーシャル映像より) 

7. リーディング（ネコのことば）／リスニング（短編映画またはコマーシャル映像より） 

8. リーディング (週 4 日労働)／リスニング（ニュース映像または音声より） 

9. リーディング (ペットの知能)／リスニング（ニュース映像または音声より） 

10. リーディング (ザワークラウト)／リスニング（ニュース映像または音声より） 

11. リーディング (記憶)／リスニング（検定過去問または対策集より） 

12. リーディング中間まとめ②／リスニング（検定過去問または対策集より） 

13. リスニングまとめ 

14. まとめテスト，時間に応じてリスニング 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回リーディングの予習は必須。テキストの音読や予習してきた和訳、リスニングで聞き取った内容などを発表してもらうこともあ

る。 

授業では解説を聞きながら自分の和訳をチェックし、直したところを中心に復習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（予習・授業内活動 40%・課題への取り組み 20%・小テスト 20%）(80%)/最終テスト(Final Test)(20%) 

語彙や文法等の知識の定着を図るために，適宜小テストを実施する予定。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中尾悠爾・朝倉 巧・ 平尾 浩三、2004、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 (ISBN:4-560-00492-7) 

授業中に随時指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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独和辞典を毎回持参すること。リーディングおよびリスニングの内容は、授業の進度、参加者の希望によって変更する可能性も

ある。 

ブラックボードは、出席管理などの目的では使用しない予定だが、授業で読んだテキストに関するリンクやリスニング練習で使用

した音声データなどをアップする。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL836 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語リスニング・リーディング２ 

(Advanced German Listening & Reading 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
児島 由理(KOJIMA YURI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまで学んできたドイツ語力を定着させ，テキスト読解技術の向上と，リスニングによる理解力の発展を目指します。 

 

The objective of this course is for students to solidify the German language skills they have learned so far, to improve their 

ability to read and comprehend texts and to develop comprehension skills through listening. 

 

授業の内容（Course Contents） 

様々なジャンルのテキストや音声教材を用いて，読解およびリスニングのトレーニングを行います。難度の高い文章となるので、

学期の最初は短めのテクストから始め、徐々に長いテクストを読んだり聞き取ったりできるようにしていきます。 

 

Various genres of text and audio course materials are used to train reading comprehension and listening. The sentences are 

difficult, so we begin the semester with short texts, and students will gradually become able to read and listen to long texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介 

2. 短いテクストの読解演習 

3. 短いテクストの読解演習 

4. 短いテクストの読解演習 

5. リスニング練習 

6. リスニング練習 

7. リスニング練習 

8. 長いテクストの読解演習 

9. 長いテクストの読解演習 

10. 長いテクストの読解演習 

11. 長いテクストの読解演習 

12. リスニング練習 

13. リスニング練習 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習・準備を必ず行い，毎回の授業に臨むこと。具体的には、テクストを辞書を引いて読み、自分なりに大意をとらえ可能な限り

訳せるようにしてくることである。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（授業内活動・課題への取り組み・提出物・小テスト）(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

独和辞典を毎回必携のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL837 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語演習１ 

(Advanced German 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
児島 由理(KOJIMA YURI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ，ヨーロッパの社会背景への理解も深めるとともに, 理解力，発信力など総合的なドイツ語運用能力を高めます。 

 

Students will deepen their understanding of the social background of Germany and Europe while improving their overall ability to 

use the German language, including comprehension ability and communication ability. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員による週一回の授業です。テーマに関連するテクストを読み，背景への理解を深めるとともに，自分の意見を的確な

ドイツ語で発信することを学びます。また，語彙増強や文法確認のための小テストも課します。 

 

In this weekly course taught by a Japanese-native teacher, students learn to read texts related to the theme, deepen their 

understanding of the context, and communicate their opinions in precise German. Quizzes are assigned to reinforce vocabulary 

and review grammar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：既習事項の確認，自己紹介 

2. テーマ１：テーマへの導入，語彙確認 

3. テーマ１：テクスト読解，表現確認 

4. テーマ１：テクスト読解，表現確認 

5. テーマ１：テクストについて作文，添削 

6. テーマ２：テーマへの導入，語彙確認 

7. テーマ２：テクスト読解，表現確認 

8. テーマ２：テクスト読解，表現確認 

9. テーマ２：テクストについて作文，添削 

10. テーマ３：テーマへの導入，語彙確認 

11. テーマ３：テクスト読解，表現確認 

12. テーマ３：テクスト読解，表現確認 

13. テーマ３：テクストについて作文，添削 

14. プレゼンテーション，まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の予習・復習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度（授業内活動・課題への取り組み・提出物）(50%)/小テスト(30%)/発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で配付。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL838 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語演習２ 

(Advanced German 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
児島 由理(KOJIMA YURI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ，ヨーロッパの社会背景への理解も深めるとともに，理解力，発信力など総合的なドイツ語運用能力を高めます。 

 

Students will deepen their understanding of the social background of Germany and Europe while improving their overall ability to 

use the German language, including comprehension ability and communication ability. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員による週一回の授業です。テーマに関連するテクストを読み，背景への理解を深めるとともに，自分の意見を的確な

ドイツ語で発信することを学びます。また，語彙増強・文法確認のための小テストも課します。 

 

In this weekly course taught by a Japanese-native teacher, students learn to read texts related to the theme, deepen their 

understanding of the context, and communicate their opinions in precise German. Quizzes are assigned to reinforce vocabulary 

and review grammar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：既習事項の確認，自己紹介，夏休みの思い出 

2. テーマ１：テーマへの導入，語彙確認 

3. テーマ１：テクスト読解，表現確認 

4. テーマ１：テクスト読解，表現確認 

5. テーマ１：テクストについて作文，添削 

6. テーマ２：テーマへの導入，語彙確認 

7. テーマ２：テクスト読解，表現確認 

8. テーマ２：テクスト読解，表現確認 

9. テーマ２：テクストについて作文，添削 

10. テーマ３：テーマへの導入，語彙確認 

11. テーマ３：テクスト読解，表現確認 

12. テーマ３：テクスト読解，表現確認 

13. テーマ３：テクストについて作文，添削 

14. プレゼンテーション，まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の予習・復習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度（授業内活動・課題への取り組み・提出物）(50%)/小テスト(30%)/発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で配付。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL841 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語入門 

(Beginner's German) 

担当者名 

（Instructor） 
児島 由理(KOJIMA YURI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目標にドイツ語の初歩的基礎を学習し秋学期の履修の土台を形成する

ことを目指す。 

 

The objective of this course is for students to study the fundamentals of the German language and learn a balance of the four 

language skills (listening, speaking, reading and writing), with the aim of building a foundation for courses taken in the fall 

semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（約 300 語），口頭練習，聞き取り練習などを行いながら，ドイツ語の発音の基礎，日常生活に即した

基礎的な表現を学習する。さらに，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Students learn the basics of German pronunciation, basic expressions used in daily life, explanations of grammar items and basic 

vocabulary (about 300 words) while practicing speaking and listening comprehension. Also, through the history and culture of the 

German speaking sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アルファベット，挨拶，発音の基礎 

2. 自己紹介：文の作り方(1) 動詞の現在人称変化(1) 

3. 自己紹介：文の作り方(2) 動詞の現在人称変化(1) 

4. 買い物：数字・値段の表現，名詞の性と数，冠詞 

5. 買い物：数字・値段の表現，名詞，冠詞と「格」 

6. 家族の紹介：名詞の複数形，所有・否定冠詞 

7. 中間テスト 

8. 質問の仕方，答え方：動詞の現在人称変化(2) 

9. 時刻の表現：命令・依頼の仕方 

10. 推薦する／気に入る：冠詞類と格，人称代名詞 

11. 街を歩く：前置詞と格，場所の表し方 

12. 街を歩く：前置詞と格，曜日・月・季節 

13. 予定を話す：話法の助動詞，分離動詞 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL842 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語入門 

(Beginner's German) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 香織(SUGIYAMA KAORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目標にドイツ語の初歩的基礎を学習し秋学期の履修の土台を形成する

ことを目指す。 

 

The objective of this course is for students to study the fundamentals of the German language and learn a balance of the four 

language skills (listening, speaking, reading and writing), with the aim of building a foundation for courses taken in the fall 

semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（約 300 語），口頭練習，聞き取り練習などを行いながら，ドイツ語の発音の基礎，日常生活に即した

基礎的な表現を学習する。さらに，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Students learn the basics of German pronunciation, basic expressions used in daily life, explanations of grammar items and basic 

vocabulary (about 300 words) while practicing speaking and listening comprehension. Also, through the history and culture of the 

German speaking sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アルファベット，挨拶，発音の基礎 

2. 自己紹介：文の作り方(1) 動詞の現在人称変化(1) 

3. 自己紹介：文の作り方(2) 動詞の現在人称変化(1) 

4. 買い物：数字・値段の表現，名詞の性と数，冠詞 

5. 買い物：数字・値段の表現，名詞，冠詞と「格」 

6. 家族の紹介：名詞の複数形，所有・否定冠詞 

7. 中間テスト 

8. 質問の仕方，答え方：動詞の現在人称変化(2) 

9. 時刻の表現：命令・依頼の仕方 

10. 推薦する／気に入る：冠詞類と格，人称代名詞 

11. 街を歩く：前置詞と格，場所の表し方 

12. 街を歩く：前置詞と格，曜日・月・季節 

13. 予定を話す：話法の助動詞，分離動詞 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL843 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語初級 

(Elementary German) 

担当者名 

（Instructor） 
児島 由理(KOJIMA YURI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎ドイツ語入門」に引き続き，言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目指す。 

 

Following “Beginner's German,” the objective of this course is for students to acquire a balance between the four language 

skills (listening, speaking, reading and writing). 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（「基礎 1」と合計で約 700 語）や基礎表現を使う練習を通し，短いテクストの読解力も身につける。ま

た，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Through explanations of grammar items and practice using basic vocabulary (“Basic 1” plus about 700 words) and basic 

expressions, students learn to read and comprehend short texts. Also, through the history and culture of the German speaking 

sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 既習事項の復習 

2. 夏休みに何をした？：現在完了形 

3. 夏休みはどこにいた？：過去形，副文と接続詞 

4. 誕生日を祝う：受動態 

5. 誕生日はいつ？：序数，年月日の言い方 

6. 中間テスト 

7. 天候の話題：es の使い方，zu 不定詞句 

8. 服を選ぶ：形容詞の使い方，格変化 

9. 服を選ぶ：形容詞の格変化 

10. 服を選ぶ：形容詞の比較，最上級表現 

11. 体調について話す：再帰代名詞と再帰動詞 

12. ドイツのアドヴェント：関係代名詞，関係副詞 

13. ドイツのクリスマス：非現実話法，外交的表現 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL844 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語初級 

(Elementary German) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 香織(SUGIYAMA KAORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎ドイツ語入門」に引き続き，言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目指す。 

 

Following “Beginner's German,” the objective of this course is for students to acquire a balance between the four language 

skills (listening, speaking, reading and writing). 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（「基礎 1」と合計で約 700 語）や基礎表現を使う練習を通し，短いテクストの読解力も身につける。ま

た，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Through explanations of grammar items and practice using basic vocabulary (“Basic 1” plus about 700 words) and basic 

expressions, students learn to read and comprehend short texts. Also, through the history and culture of the German speaking 

sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 既習事項の復習 

2. 夏休みに何をした？：現在完了形 

3. 夏休みはどこにいた？：過去形，副文と接続詞 

4. 誕生日を祝う：受動態 

5. 誕生日はいつ？：序数，年月日の言い方 

6. 中間テスト 

7. 天候の話題：es の使い方，zu 不定詞句 

8. 服を選ぶ：形容詞の使い方，格変化 

9. 服を選ぶ：形容詞の格変化 

10. 服を選ぶ：形容詞の比較，最上級表現 

11. 体調について話す：再帰代名詞と再帰動詞 

12. ドイツのアドヴェント：関係代名詞，関係副詞 

13. ドイツのクリスマス：非現実話法，外交的表現 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL859 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級１ 

(Intermediate German 1(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

児島 由理(KOJIMA YURI) 

ブリール，Ｒ．(BRIEL,RITA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでのドイツ語の基礎知識をもとに、表現や語彙の幅を広げ、ドイツ語での実践的なコミュニケーション能力を養う。 

 

Based on the fundamental knowledge of German that students have learned up until now, students broaden their range of 

expressions and vocabulary and cultivate practical communication skills in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回開講。ドイツ人教員と日本人教員がそれぞれ１時限ずつ担当し、文法事項の確認・補足をしながらドイツ語力のステップア

ップを目指す。ペアワークやグループワーク、口頭・読解練習を通じて、ドイツ語を「使う」力を身につける。適宜小テストを実施す

る。 

 

Held twice a week. Native German teachers and native Japanese teachers are each responsible for a single period, aiming to 

improve German language skills while reviewing and supplementing grammar items. Students acquire the ability to “use” German 

through pair work, group work, oral and reading comprehension practice. Quizzes are performed as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、自己紹介 

2. 職業と仕事：職業名、過去形の復習 

3. 職業と仕事：過去について語る 

4. 職業と仕事：ドイツの職業について 

5. 旅先で：道や町について尋ねる 

6. 旅先で：命令、依頼、禁止の表現 

7. 旅先で：宿泊に関する表現 

8. 身体と健康：身体部位、体調の表現 

9. 身体と健康：第三者の要求、命令と sollen 

10. 身体と健康：手紙文、アポイントを取る 

11. 街を歩く：序数、道案内 

12. 街を歩く：前置詞と場所・方向 

13. 街を歩く：交通機関の利用 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習、課題学習を必ず行い、独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（授業内活動、課題への取り組み、小テスト）(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Daniela Niebisch. 2006. Schritte international 2 (Kursbuch + Arbeitsbuch). Hueber (ISBN:978-3-19-001852-9) 

 

参考文献（Readings） 

１年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回独和辞典を必携のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL860 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級１ 

(Intermediate German 1(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
梅田 紅子(UMEDA BENIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語で書かれた文章を読む力を習得し，ドイツの歴史，文化，社会に関する幅広い知識を身につける。 

 

Learn the ability to read sentences written in German and acquire extensive knowledge about German history, culture and 

society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語圏の地理，文化，歴史，社会等をテーマにした文章を読みながら，1 年次で学んだ文法事項を復習し，さらに，語法，表現

を総合的に身につける。背景を知るために，映像資料等も使用し，ドイツ語圏の文化，歴史に対する理解を深める。 

 

Students review the grammar items they learned during the first year while reading texts with themes related to the geography, 

culture, history and society of the German-speaking sphere and comprehensively learn diction and expressions. In order to learn 

the context, video materials are used to deepen students’ understanding of history and culture in the German-speaking sphere. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ドイツ語圏の町，人々 

2. ドイツの食べ物 ビール、パン 

3. 動物 犬とドイツ人 

4. ドイツ語圏の音楽１ モーツァルト 

5. ドイツ語圏の音楽２ ワーグナー 

6. メルヘン・絵本 グリム童話と現代の絵本 

7. ドイツの憲法 

8. EU、難民問題、移民政策 

9. 徴兵制の変遷 兵役拒否とキリスト教 

10. ホロコースト 

11. 過去の克服 

12. ドイツ人の働き方 

13. ドイツの祭り クリスマス 

14. 最終テスト（筆記） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定した章（日本語）をあらかじめ読み，テーマに関する基礎的な知識を持っておくこと。グループワークが多いので，

積極性，協調性をもって課題に取り組んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業活動への参加(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

毎回ドイツ語の辞書を必ず持ってくること。ドイツ語の文章は随時配布します。最終テストはドイツ語辞書のみ持ち込み可。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 新野守広・飯田道子・梅田紅子編著、2017、『知ってほしい国 ドイツ』、高文研 (ISBN:ISBN978-4-87498-633-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 熊谷徹、2007、『ドイツは過去とどう向き合ってきたか』、高文研 (ISBN:978-4874983782) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL861 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級１ 

(Intermediate German 1(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

ムレンス ゴリ(MUELENZ-GOLI KATHARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでのドイツ語の基礎知識をもとに，表現や語彙の幅を広げ，ドイツ語での実践的なコミュニケーション能力を養う。 

 

Based on the fundamental knowledge of German that students have learned up until now, students broaden their range of 

expressions and vocabulary and cultivate practical communication skills in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回開講。ドイツ人教員と日本人教員がそれぞれ 1 時限ずつ担当し，文法事項の確認・補足をしながら，ドイツ語力のステップ

アップを目指す。指定のテキストや補助教材を用いて様々な場面を想定し，口頭・読解練習，ペアワークやグループワークを行う

ことで，ドイツ語を「使う」力を身につける。小テストを適宜行い，文法事項の定着を図る。 

 

Held twice a week. Native German teachers and native Japanese teachers are each responsible for a single period, aiming to 

improve German language skills while reviewing and supplementing grammar items. Students assume various situations using the 

designated textbook and supplementary course materials, practice speaking and reading and perform pair work and group work 

to improve their ability to “use” the German language. Quizzes are conducted as appropriate to solidify grammar items. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，挨拶，自己紹介 

2. レストランで：注文の仕方 話法の助動詞 

3. レストランで：支払い 数詞 

4. ホテルで：ホテルを探す 形容詞の比較級 

5. ホテルで：ホテルの予約 話法の助動詞 

6. ホテルで：ホテルに到着して 時刻の言い方 

7. 街で：道を尋ねる 定冠詞・不定冠詞 

8. 街で：切手を買う 値段の表現 

9. 旅行と交通：ドイツの交通機関について 列車の発車，到着時刻を尋ねる 現在完了形 過去形 

10. 旅行と交通：駅で切符を買う 観光地について尋ねる 分離動詞 

11. 旅行と交通：日本とドイツの交通機関の違い 

12. 天気：天気，気温の表現 非人称の es 形容詞 

13. 天気：週末の予定を尋ねる 従属の接続詞 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題学習を必ず行い，独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(授業内活動・課題への取り組み)(40%)/小テスト(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤修子・他、2010 年、『Szenen2 kompakt 場面で学ぶドイツ語』、三修社 (978-4-384-13089-8 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回独和辞典を持参してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL862 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級１ 

(Intermediate German 1(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

杉山 香織(SUGIYAMA KAORI) 

ラング，ハイコ(LANG HEIKO K. C.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでのドイツ語の基礎知識をもとに，表現や語彙の幅を広げ，ドイツ語での実践的なコミュニケーション能力を養う。 

 

Based on the fundamental knowledge of German that students have learned up until now, students broaden their range of 

expressions and vocabulary and cultivate practical communication skills in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回開講。ドイツ人教員と日本人教員がそれぞれ 1 時限ずつ担当し，文法事項の確認・補足をしながら，ドイツ語力のステップ

アップを目指す。指定のテキストや補助教材を用いて様々な場面を想定し，口頭・読解練習，ペアワークやグループワークを行う

ことで，ドイツ語を「使う」力を身につける。小テストやプレゼンテーションを適宜行い，文法事項や会話表現の定着を図る。 

 

Held twice a week. A native German teacher and a native Japanese teacher are each responsible for a single period, aiming to 

improve German language skills while reviewing and supplementing grammar items. Students assume various situations using the 

designated textbook and supplementary course materials, practice speaking and reading and perform pair work and group work 

to improve their ability to “use” the German language. Quizzes and presentations are conducted as appropriate to establish 

grammar items and conversational expressions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，挨拶，自己紹介 

2. レストランで：注文の仕方 話法の助動詞 

3. レストランで：支払い 数詞 

4. ホテルで：ホテルを探す 形容詞の比較級 

5. ホテルで：ホテルの予約 話法の助動詞 

6. ホテルで：ホテルに到着して 時刻の言い方 

7. 街で：道を尋ねる 定冠詞・不定冠詞 

8. 街で：切手を買う 値段の表現 

9. 旅行と交通：ドイツの交通機関について 列車の発車，到着時刻を尋ねる 現在完了形 過去形 

10. 旅行と交通：駅で切符を買う 観光地について尋ねる 分離動詞 

11. 旅行と交通：日本とドイツの交通機関の違い 

12. 天気：天気，気温の表現 非人称の es 形容詞 

13. 天気：週末の予定を尋ねる 従属の接続詞 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題学習を必ず行い，独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(授業内活動・課題への取り組み)(30%)/小テスト・プレゼンテーション(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤修子・他、2010 年、『Szenen2 kompakt 場面で学ぶドイツ語』、三修社 (978-4-384-13089-8 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回独和辞典を持参してください。 

 

注意事項（Notice） 



 - 110 - 

■FL863 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級２ 

(Intermediate German 2(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

児島 由理(KOJIMA YURI) 

ブリール，Ｒ．(BRIEL,RITA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語での表現や語彙の幅をさらに広げ、発信力・理解力などのコミュニケーション能力を高める。 

 

Further extend your range of expressions and vocabulary in German, and enhance communication skills such as the ability to 

communicate and understand. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回開講。ドイツ人教員と日本人教員がそれぞれ１時限ずつ担当し、文法事項の確認・補足をしながらドイツ語力のステップア

ップを目指す。ペアワークやグループワーク、口頭・読解練習を通じて、ドイツ語を「使う」力を身につける。適宜小テストを実施す

る。 

 

Held twice a week. Native German teachers and native Japanese teachers are each responsible for a single period, aiming to 

improve German language skills while reviewing and supplementing grammar items. Students acquire the ability to “use” German 

through pair work, group work, oral and reading comprehension practice. Quizzes are performed as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、自己紹介 

2. サービスの利用：時間の表現 

3. サービスの利用：丁寧な依頼 

4. サービスの利用：広告、電話での表現 

5. 衣類：衣類の名称、気に入る/気に入らない 

6. 衣類：自分の価値判断を伝える、形容詞 

7. 衣類：デパートでの買い物 

8. 祝祭、パーティー：序数、誕生日 

9. 祝祭、パーティー：理由、人物、物事について語る 

10. 祝祭、パーティー：招待の表現 

11. 復習とまとめ 

12. 復習とまとめ 

13. 復習とまとめ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習、課題学習を必ず行い、独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（授業内活動・課題への取り組み・小テスト）(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Daniela Niebisch. 2006. Schritte international 2 (Kursbuch + Arbeitsbuch). Hueber (ISBN:978-3-19-001852-9) 

 

参考文献（Readings） 

１年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回独和辞典を必携のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL864 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級２ 

(Intermediate German 2(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
山口 まどか(YAMAGUCHI MADOKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語で「聞く」「書く」ことに主眼を置き，独検３級レベルから始め２級程度までの文法事項を扱います。 

 

This class focuses on “listening” and “writing” in German and deals with grammar items starting from level 3 to level 2 of the 

Diplom Deutsch in Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回，該当のテーマに合わせてリスニング，ディクテーションを中心におこないます。ディクテーション問題は授業時間内の課題と

して，随時提出してもらいます（毎回ではありません）。 

文法事項については『シュトラーセ』で扱わなかった項目を中心に解説し、練習問題等に取り組みます。独検 2 級以上の受験予

定者の希望があれば，その対策となる練習問題も採り入れます。 

リスニングやディクテーションへの取り組みは各個人の集中力がどれだけ維持できるかになってきますので，時にはドイツ語を使

ってのゲームなどで息抜きできるよう心がけていきます。 

 

Each class focuses on listening and dictation according to the theme. Dictation problems can be submitted as assignments at 

any time during the class schedule (not every time). 

Grammar items are explained with a focus on the items not dealt with in “Straße,” and students work on practice problems. If 

desired by students who are preparing to take level 2 or higher of the Diplom Deutsch in Japan, we will include appropriate 

practice problems as a countermeasure. 

As the amount of time students can deal with listening and dictation comes to depend on each individual's ability to 

concentrate, occasionally we will employ games using German to allow students to take a breather. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Begrüßung（挨拶）：リスニング・ディクテーション 

2. Zeitangabe（時をあらわす表現）：リスニング・ディクテーション 

3. 文法事項：接続法 II式、副詞 

4. Familie, Personen（家族や人々）：リスニング・ディクテーション 

5. 文法事項：接続法 I式、形容詞 

6. Wegbeschreibung（道案内）：リスニング・ディクテーション 

7. Landeskunde（ドイツ語圏の地誌）：リスニング・ディクテーション 

8. 文法事項：前置詞、関係詞 

9. Essen&Einkaufen（食事、買い物）：リスニング・ディクテーション 

10. 文法事項：分詞 

11. Ausbildung（教育と職業）：リスニング・ディクテーション 

12. 文法事項：接続詞 

13. Nachricht&Wetter（ニュースと天気予報）：リスニング・ディクテーション 

14. 文法事項：受動態 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習範囲，課題は毎回の授業で指示 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/授業時間内の課題(50%)/提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント対応 

 

参考文献（Readings） 

1. 『シュトラーセ・ノイ』、朝日出版社 
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1 年次に使用した上記以外のドイツ語の文法教科書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL865 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級２ 

(Intermediate German 2(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

ムレンス ゴリ(MUELENZ-GOLI KATHARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでのドイツ語の基礎知識をもとに，表現や語彙の幅を広げ，ドイツ語での実践的なコミュニケーション能力を養う。 

 

Based on the fundamental knowledge of German that students have learned up until now, students broaden their range of 

expressions and vocabulary and cultivate practical communication skills in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回開講。ドイツ人教員と日本人教員がそれぞれ 1 時限ずつ担当し，文法事項の確認・補足をしながら，ドイツ語力のステップ

アップを目指す。指定のテキストや補助教材を用いて様々な場面を想定し，口頭・読解練習，ペアワークやグループワークを行う

ことで，ドイツ語を「使う」力を身につける。小テストを適宜行い，文法事項の定着を図る。 

 

Held twice a week. Native German teachers and native Japanese teachers are each responsible for a single period, aiming to 

improve German language skills while reviewing and supplementing grammar items. Students assume various situations using the 

designated textbook and supplementary course materials, practice speaking and reading and perform pair work and group work 

to improve their ability to “use” the German language. Quizzes are conducted as appropriate to solidify grammar items. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介，夏休みの思い出を話す 過去形 現在完了 

2. 健康：体の部位について 

3. 健康：入浴，洗顔，歯磨き等の習慣 再帰の表現 

4. お祝い：贈り物を選ぶ，贈る 人称代名詞 所有冠詞 

5. お祝い：誕生日のメッセージ，パーティー 

6. 教育制度：ドイツの教育制度 副文 

7. 教育制度：あこがれの職業 接続法Ⅱ式 

8. 教育制度：ドイツの幼稚園 

9. ゴミと環境：ゴミの名称 

10. ゴミと環境：ゴミ処理の仕方を尋ねる 命令形 

11. 祝日：ゴミと環境：ドイツの環境政策 zu 不定詞 

12. 祝日：ドイツの祝祭と祝日，イースターとカーニバルについて 受動文  

13. 祝日：クリスマスと正月について尋ねる 関係文 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題学習を必ず行い，独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(授業内活動・課題への取り組み)(40%)/小テスト(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤修子・他、2010 年、『Szenen2 kompakt 場面で学ぶドイツ語』、三修社 (ISBN:978-4-384-13089-8) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回独和辞典を持参してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL866 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語中級２ 

(Intermediate German 2(Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

杉山 香織(SUGIYAMA KAORI) 

ラング，ハイコ(LANG HEIKO K. C.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでのドイツ語の基礎知識をもとに，表現や語彙の幅を広げ，ドイツ語での実践的なコミュニケーション能力を養う。 

 

Based on their fundamental knowledge of the German language, students will broaden their range of expressions and vocabulary 

and cultivate practical communication skills in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回開講。ドイツ人教員と日本人教員がそれぞれ 1 時限ずつ担当し，文法事項の確認・補足をしながら，ドイツ語力のステップ

アップを目指す。指定のテキストや補助教材を用いて様々な場面を想定し，口頭・読解練習，ペアワークやグループワークを行う

ことで，ドイツ語を「使う」力を身につける。小テストやプレゼンテーションを適宜行い，文法事項や会話表現の定着を図る。 

 

In this twice-weekly course, a native German teacher and a native Japanese teacher are each responsible for a single period, 

aiming to improve German language skills while reviewing and supplementing grammar items. Students assume various situations 

using the designated textbook and supplementary course materials, practice speaking and reading, and perform paired and group 

work to improve their ability to “use” the German language. Quizzes and presentations are conducted as needed to assess 

grammar items and conversational expressions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介，夏休みの思い出を話す 過去形 現在完了 

2. 健康：体の部位について 

3. 健康：入浴，洗顔，歯磨き等の習慣 再帰の表現 

4. お祝い：贈り物を選ぶ，贈る 人称代名詞 所有冠詞 

5. お祝い：誕生日のメッセージ，パーティー 

6. 教育制度：ドイツの教育制度 副文 

7. 教育制度：あこがれの職業 接続法Ⅱ式 

8. 教育制度：ドイツの幼稚園 

9. ゴミと環境：ゴミの名称 

10. ゴミと環境：ゴミ処理の仕方を尋ねる 命令形 

11. 祝日：ゴミと環境：ドイツの環境政策 zu 不定詞 

12. 祝日：ドイツの祝祭と祝日，イースターとカーニバルについて 受動文  

13. 祝日：クリスマスと正月について尋ねる 関係文 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題学習を必ず行い，独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(授業内活動・課題への取り組み)(30%)/小テスト・プレゼンテーション(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤修子・他、2010 年、『Szenen2 kompakt 場面で学ぶドイツ語』、三修社 (ISBN:978-4-384-13089-8) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回独和辞典を持参してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL867 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード１ 

(Intermediate German 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1 年次に学んだドイツ語の基礎を確認し，語彙や表現の充実をはかることで，基本的なコミュニケーション能力を身につけます。 

 

Review the basics of German learned during the first year and improve your vocabulary and expressions to learn fundamental 

communication skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

コミュニケーションに重点を置き，これまで学んだ文法事項を実践的に使う力を培います。いろいろな場面を想定し，適切なドイツ

語表現を身につけると共に，ドイツ語圏の社会や文化への理解を深めることも目指します。適宜小テストを実施します。 

 

Emphasis is placed on oral practice and the ability to use grammar items used up to now in practical situations is cultivated. 

Students assume various scenarios and learn appropriate German expressions while deepening their understanding of culture 

and society in the German-speaking sphere. Quizzes are performed as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介 

2. 休暇先とそこでの活動について計画する 

3. ホテルでの手続き（受付で部屋を取る，宿泊リストに記入する） 

4. 依頼する・応える、観光局に問い合わせのメールを書く 

5. まとめテスト① 

6. 過去の行動について話す① 

7. 道を尋ねる，交通手段について話す 

8. 家に招待するメールを書く 

9. ショートスピーチ① 

10. どのような町に住みたいかを述べる，その理由を述べる（1） 

11. 街と田舎の暮らしを比較する 

12. 過去の行動について話す②，ブログにコメントを書く 

13. まとめテスト② 

14. ショートスピーチ② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習もしくは復習のために，指示した課題学習は必ず行ってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(50%)/ショートスピーチ 30%、まとめテスト 20％(50%) 

ショートスピーチは、ひとり 5 分程度、身近な話題をテーマに選んで話してもらう予定です。（家族，趣味，アルバイト，旅行の計画

や思い出など） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤原三枝子，本河裕子，野村幸宏，Carsten Waychert、2019、『スタート！２―コミュニケーションで学ぶドイツ語―』、三修社 

(ISBN:978-4-384-13096-6) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

個人だけでなく、ペアやグループで毎回練習する機会があります。恥ずかしがらず，参加者同士コミュニケーションを取り合って積

極的に発言してください。 

独和辞典を持参してください。 
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注意事項（Notice） 
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■FL868 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード１ 

(Intermediate German 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
五十嵐 豊(IGARASHI YUTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでに学んだドイツ語の文法事項を適宜復習しながら，語彙や口語表現パターンの幅を広げ，日常的なコミュニケーション能

力を身につけます。ドイツ語検定 4 級から 3 級レベル，CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）の A1 後半から A2 前半レベルに相当

するドイツ語力を目指します。 

 

Broaden your vocabulary and verbal expression patterns and acquire daily communication skills while reviewing the German 

grammar items you have learned so far. The objective of this course is for students’ German language abilities to be equivalent 

to levels 4-3 of the Diplom Deutsch in Japan and the second half of level A1 to the first half of level A2 of the CEFR (Common 

European Framework of Reference for Languages). 

 

授業の内容（Course Contents） 

既習の基本的文法事項を確認しながら，特に口頭練習やリスニングに力を注ぎます。指定のテキストを用いて，日常的なシチュ

エーションでの会話に慣れていきましょう。ドイツ語検定の過去問題なども取り入れ，さまざまな形でドイツ語に触れていきます。

また，DVD などの映像資料を用いながら，ドイツ語圏の文化や社会への理解も深めていきます。 

 

This course focuses on oral practice and listening while reviewing basic grammar already learned. Students become accustomed 

to conversations in common situations using the specified text. Past questions from the Diplom Deutsch in Japan are adopted, 

and German is touched on in various forms. Video materials such as DVDs are used so that students can deepen their 

understanding of society and culture in the German-speaking sphere. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 自己紹介・ウォーミングアップ 

2. LEKTION 1 Reisen（旅行） 

休暇先とそこでの活動について計画する 

3. LEKTION 1 Reisen（旅行） 

ホテルに宿泊する  

4. LEKTION 1 Reisen（旅行）  

依頼する・応える，問い合わせをする 

5. LEKTION 2 In der Stadt（街角で） 

過去の行動について話す(1) 

6. LEKTION 2 In der Stadt（街角で） 

道をたずねる，交通手段について話す 

7. LEKTION 2 In der Stadt（街角で） 

家に招待するメールを書く 

8. LEKTION 3 Typisch Stadt, typisch Land（街の暮らし，田舎の暮らし） 

どのような所に住みたいかを述べる，その理由を述べる 

9. LEKTION 3 Typisch Stadt, typisch Land（街の暮らし，田舎の暮らし）  

街と田舎の暮らしを比較する 

10. LEKTION 3 Typisch Stadt, typisch Land（街の暮らし，田舎の暮らし） 

過去の行動について話す(2) 

11. LEKTION 4 Sport, Gesundheit und Freizeit（スポーツ，健康，余暇） 

活動に友人を誘う，スポーツの経験について語る 

12. LEKTION 4 Sport, Gesundheit und Freizeit（スポーツ，健康，余暇） 

体調について述べる，アドバイスをする 

13. LEKTION 4 Sport, Gesundheit und Freizeit（スポーツ，健康，余暇） 

天気について話す，統計を読む 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された準備を必ず行った上で授業に臨むこと。また，音声教材を利用した音読練習や宿題にもきちんと取り組むこと。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/提出物(10%)/授業参加度（練習や課題への取り組み）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤原三枝子ほか、2019、『スタート！ 2 コミュニケーション活動で学ぶドイツ語』、三修社 (978-4-384-13096-6 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書および独和辞典を授業時に持参のこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回の発音練習や会話練習に積極的に参加してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL869 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード２ 

(Intermediate German 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎／入門クラスでで学んだドイツ語の文法事項をテキストの中で確認しながら，語彙や表現を増やし，ドイツ語検定４級・３級相

当の能力を身につけることを目指します。 

 

The objective of this course is for students to increase their German vocabulary and expressions while reviewing the grammar 

items they learned in the first year, and for them to acquire German abilities matching levels 4-3 of the Diplom Deutsch in 

Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語圏の主に日常に関する様々なテーマを扱った教科書を用いて，特に「読む」技能に重点を置いてすすめます。各自ないし

ペアでテキストを音読したり、グループで練習問題を解きながら「聞く」「話す」「書く」練習も行っていきます。 

 

Using texts with various themes related to everyday life in the German-speaking sphere, students practice their “listening,” 

“speaking” and “writing” through pair work and group work, with a special emphasis on “reading” skills. Quizzes are performed 

as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介 

2. 地理と気候（1） ―冠詞類の格変化、基数と序数 

3. 地理と気候（2） ―冠詞類の格変化、基数と序数 

4. 食生活（1） ―前置詞の格支配、前置詞を含む熟語 

5. 食生活（2） ―前置詞の格支配、前置詞を含む熟語 

6. ドイツ語という言語（1） ―名詞の複数形、複数形に関する注意 

7. ドイツ語という言語（2） ―名詞の複数形、複数形に関する注意 

8. ドイツの大学（1） ―話法の助動詞、不定代名詞 man 

9. ドイツの大学（2） ―話法の助動詞、不定代名詞 man 

10. 祝日と休暇（1） ―形容詞の格変化、形容詞の名詞化 

11. 祝日と休暇（2） ―形容詞の格変化、形容詞の名詞化 

12. ドイツの治安事情（1） ―比較表現、「最も…なもののひとつ」 

13. ドイツの治安事情（2） ―比較表現、「最も…なもののひとつ」 

14. まとめテスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「読む」ことに重点を置く授業のため，毎回の予習は必須です。予習は毎回授業の最初にチェックします。 

授業の復習，課題学習を行い，独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（毎回の予習 50%，課題への取り組み 20%）(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Siegfried Kohlhammer，斎藤太郎、2019、『知りたいドイツ語～読みながらステップアップ～』、朝日出版社 (978-4-255-25403-

6 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

１年次に使用した教科書と独和辞典。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

解説を聞きノートを取るだけでなく、テキストの音読や予習してきた和訳を発表してもらうこともあります。 

Blackbord は特に使用しない予定です。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL870 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード２ 

(Intermediate German 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
児島 由理(KOJIMA YURI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次で学んだドイツ語の文法事項を確認しながら，語彙や表現を増やし，ドイツ語検定４級・３級相当の能力を身につけることを

目指します。 

 

The objective of this course is for students to increase their German vocabulary and expressions while reviewing the grammar 

items they learned in the first year, and for them to acquire German abilities matching levels 4-3 of the Diplom Deutsch in 

Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語圏の文化や社会についての様々なテーマを扱ったテキストを用いて，特に「読む」技能に重点を置きつつ，ペアワークや

グループワークなどを通じて「聞く」「話す」「書く」練習も行っていきます。 

 

Using texts with various themes related to society and culture in the German-speaking sphere, students practice their 

“listening,” “speaking” and “writing” through pair work and group work, with a special emphasis on “reading” skills.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介 

2. 数で見るヨーロッパ ―場所の前置詞 

3. ヨーロッパの中のドイツ ―日付，数詞 

4. ドイツの音楽教育，ポップアカデミー ―話法の助動詞① 

5. ドイツの童謡 ―時間の前置詞 

6. Ｅメール ―外交的接続法，形容詞の格変化 

7. ショートメッセージ ―話法の助動詞② 

8. ビオな買い物 ―現在完了① 

9. ドイツの閉店時間 ―現在完了②，時刻 

10. ドイツの大学 ― 比較級，受動態① 

11. ドイツの就活 ―受動態② 

12. 文法の復習，聞き取り練習 

13. 文法の復習，聞き取り練習 

14. まとめテスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「読む」ことに重点を置く授業のため，毎回の予習は必須です。また，授業の復習，課題学習を行い，独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（毎回の予習・課題への取り組み・小テスト）(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. シュミット，ドゥッペルｰタカヤマ，三ッ石，和泉、2011、『現代ドイツを学ぶための 10 章』、三修社 (978-4-384-13087-4 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

１年次に使用した教科書と独和辞典。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL871 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード３ 

(Intermediate German 3 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまで学んだドイツ語の基礎知識をもとに，コミュニケーションに必要なフレーズや語彙を身に付け，自ら発信する力を培いま

す。 

 

Based on the fundamental knowledge of German you have learned up until now, learn the phrases and vocabulary necessary for 

communication and develop the ability to communicate yourself. 

 

授業の内容（Course Contents） 

コミュニケーションに重点を置き，これまで学んだ文法事項を実践的に使う力を培います。いろいろな場面を想定し，適切なドイツ

語表現を身につけると共に，ドイツ語圏の社会や文化への理解を深めることも目指します。適宜小テストを実施します。 

 

Emphasis is placed on oral practice and the ability to use grammar items used up to now in practical situations is cultivated. 

Students assume various scenarios and learn appropriate German expressions while deepening their understanding of culture 

and society in the German-speaking sphere. Quizzes are performed as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介 

2. 友人を誘う，スポーツの経験について語る 

3. 体調について述べる，健康のためにしていることを話す，アドバイスや提案をする 

4. 天気について話す，統計を読む 

5. まとめテスト① 

6. なりたかった職業について話す，その理由を述べる 

7. 職業の長所・短所を述べる，将来の職業について話す 

8. ドイツの教育制度を理解する，大学生活について話す 

9. ショートスピーチ① 

10. お祝い事について読む・話す 

11. モットーやパーティー計画・発表する 

12. SMSの招待状を読む・返事を書く，正月の予定について話す 

13. まとめテスト② 

14. ショートスピーチ② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習もしくは復習のために，指示した課題学習は必ず行ってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(50%)/ショートスピーチ 30%，まとめテスト 20%(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤原三枝子，本河裕子，野村幸宏，Carsten Waychert、2019、『スタート！２―コミュニケーションで学ぶドイツ語―』、三修社 

(978-4-384-13096-6 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

個人だけでなく、ペアやグループで毎回練習する機会があります。恥ずかしがらず，参加者同士コミュニケーションを取り合って積

極的に発言してください。 

独和辞典を持参してください。 

 



 - 123 - 

注意事項（Notice） 
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■FL872 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード３ 

(Intermediate German 3 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
五十嵐 豊(IGARASHI YUTAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでに学んだドイツ語の文法事項を適宜復習しながら，語彙や口頭表現パターンの幅を広げ，日常的なコミュニケーション能

力を身につけます。ドイツ語検定 3 級レベル，CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）の A2 レベルに相当するドイツ語力を目指しま

す。 

 

Broaden your vocabulary and verbal expression patterns and acquire daily communication skills while reviewing the German 

grammar items you have learned so far. The objective of this course is for students’ German language abilities to be equivalent 

to level 3 of the Diplom Deutsch in Japan and level A2 of the CEFR (Common European Framework of Reference for 

Languages). 

 

授業の内容（Course Contents） 

既習の基本的文法事項を確認しながら，特に口頭練習やリスニングに力を注ぎます。ドイツ語検定の過去問題などにも取り組

み，自身の達成度を客観的に確認する機会も設ける予定です。また，DVD などの映像資料を用いながら，ドイツ語圏の文化や社

会への理解も深めていきます。 

 

This course focuses on oral practice and listening while reviewing basic grammar already learned. Students also deal with past 

problems from the Diplom Deutsch in Japan and are provided with the chance to objectively measure their level of achievement. 

Video materials such as DVDs are used so that students can deepen their understanding of society and culture in the German-

speaking sphere. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 自己紹介 ～夏休みには何をしましたか？ 

2. LEKTION 5 Schule und Ausbildung（学校と専門教育） 

なりたかった職業について話す，その理由を述べる  

3. LEKTION 5 Schule und Ausbildung（学校と専門教育） 

職業の長所・短所を話す，将来の職業について話す 

4. LEKTION 5 Schule und Ausbildung（学校と専門教育） 

ドイツの教育制度を理解する，大学生活について話す 

5. LEKTION 6 Dienstleistungen（サービス業）  

Web広告を読む，何に関心があるかを述べる 

6. LEKTION 6 Dienstleistungen（サービス業） 

スクールに問い合わせをする・申し込みをする 

7. LEKTION 6 Dienstleistungen（サービス業） 

日常生活で困ったことについて話す 

8. LEKTION 7 Feste Feiern（祝祭） 

お祝い事について読む・話す 

9. LEKTION 7 Feste Feiern（祝祭） 

服装・色について好みを言う 

10. LEKTION 7 Feste Feiern（祝祭） 

クリスマスと正月 

11. LEKTION 8 Prüfungstraining A2（A2 試験についてのトレーニング）(1) 

12. LEKTION 8 Prüfungstraining A2（A2 試験についてのトレーニング）(2) 

13. LEKTION 8 Prüfungstraining A2（A2 試験についてのトレーニング）(3) 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された準備を必ず行った上で授業に臨むこと。また，音声教材を利用した音読練習や宿題にもきちんと取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終テスト(Final Test)(30%)/提出物(10%)/授業参加度（練習や課題への取り組み）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤原三枝子ほか、2019、『スタート！ 2 コミュニケーション活動で学ぶドイツ語』、三修社 (978-4-384-13096-6 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した教科書および独和辞典を授業時に持参のこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回の発音練習や会話練習に積極的に参加してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL873 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード４ 

(Intermediate German 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎／入門クラスでで学んだドイツ語の文法事項をテキストの中で確認しながら，語彙や表現を増やし，ドイツ語検定３級（～2

級）相当の能力を身につけることを目指します。 

 

The objective of this course is for students to increase their German vocabulary and expressions while reviewing the grammar 

items they learned in the first year, and for them to acquire German abilities matching levels 3(-2) of the Diplom Deutsch in 

Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語圏に関する様々なテーマを扱った教科書を用いて，特に「読む」技能に重点を置いてすすめます。各自ないしペアでテキ

ストを音読したり、グループで練習問題を解きながら「聞く」「話す」「書く」練習も行っていきます。 

 

Using texts with various themes related to the German-speaking sphere, students practice their “listening,” “speaking” and 

“writing” through pair work and group work, with a special emphasis on “reading” skills.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介 

2. 教育制度（1） ―分離動詞と非分離動詞、再帰代名詞と再帰動詞 

3. 教育制度（2） ―分離動詞と非分離動詞、再帰代名詞と再帰動詞 

4. 政治制度（1） ―受動態、zu 不定詞句 

5. 政治制度（2） ―受動態、zu 不定詞句 

6. ドイツの歴史外観（1） ―過去の表現 

7. ドイツの歴史外観（2） ―過去の表現 

8. ドイツの歴史外観（3） ―過去の表現 

9. 音楽の国ドイツ（1） ―副文の語順 

10. 音楽の国ドイツ（2） ―副文の語順 

11. アドヴェントとクリスマス ―接続法（非現実話法） 

12. ドイツの年末 ―接続法Ⅱ式の過去 

13. 文法の復習，聞き取り練習 

14. まとめテスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「読む」ことに重点を置く授業のため，毎回の予習は必須です。予習は毎回授業の最初にチェックします。 

授業の復習，課題学習を行い，独和辞典を必携のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（毎回の予習 50%，課題への取り組み 20%）(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Siegfried Kohlhammer，斎藤太郎、2019、『知りたいドイツ語～読みながらステップアップ～』、朝日出版社 (978-4-255-25403-

6 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

１年次に使用した教科書と独和辞典。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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解説を聞きノートを取るだけでなく、テキストの音読や予習してきた和訳を発表してもらうこともあります。 

Blackbord は特に使用しない予定です。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL874 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語スタンダード４ 

(Intermediate German 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
児島 由理(KOJIMA YURI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次で学んだドイツ語の文法事項を確認しながら，語彙や表現を増やし，ドイツ語検定４級・３級相当の能力を身につけることを

目指します。 

 

The objective of this course is for students to increase their German vocabulary and expressions while reviewing the grammar 

items they learned in the first year, and for them to acquire German abilities matching levels 4-3 of the Diplom Deutsch in 

Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語圏の文化や社会についての様々なテーマを扱ったテキストを用いて，特に「読む」技能に重点を置きつつ，ペアワークや

グループワークなどを通じて「聞く」「話す」「書く」練習も行っていきます。 

 

Using texts with various themes related to society and culture in the German-speaking sphere, students practice their 

“listening,” “speaking” and “writing” through pair work and group work, with a special emphasis on “reading” skills.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介 

2. ドイツに住む人々 ―wenn を使った文章，関係代名詞① 

3. 外国語を学ぶ ―関係代名詞② 

4. カリーヴルスト ―冠飾句，過去形 

5. ビオナーデ ―関係文 

6. 環境保護の精神 ―分離動詞，非分離動詞 

7. 省エネハウス ―接続詞 

8. ドイツの博物館，美術館 ―zu不定詞 

9. バウハウス ―um...zu 不定詞 

10. アドヴェントとクリスマス ―接続法（非現実話法） 

11. ドイツの年末 ―接続法Ⅱ式の過去 

12. 文法の復習，聞き取り練習 

13. 文法の復習，聞き取り練習 

14. まとめテスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「読む」ことに重点を置く授業のため，毎回の予習は必須です。また，授業の復習，課題学習を行い，独和辞典を必携のこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（毎回の予習・課題への取り組み・小テスト）(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. シュミット，ドゥッペル－タカヤマ，三ッ石，和泉、2011、『現代ドイツを学ぶための 10 章』、三修社 (978-4-384-13087-4 C1084) 

 

参考文献（Readings） 

１年次に使用した教科書と独和辞典。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL879 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語入門 

(Beginner's German) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 真一(SAKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目標にドイツ語の初歩的基礎を学習し秋学期の履修の土台を形成する

ことを目指す。 

 

The objective of this course is for students to study the fundamentals of the German language and learn a balance of the four 

language skills (listening, speaking, reading and writing), with the aim of building a foundation for courses taken in the fall 

semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（約 300 語），口頭練習，聞き取り練習などを行いながら，ドイツ語の発音の基礎，日常生活に即した

基礎的な表現を学習する。さらに，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Students learn the basics of German pronunciation, basic expressions used in daily life, explanations of grammar items and basic 

vocabulary (about 300 words) while practicing speaking and listening comprehension. Also, through the history and culture of the 

German speaking sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アルファベット，挨拶，発音の基礎 

2. 自己紹介：文の作り方(1) 動詞の現在人称変化(1) 

3. 自己紹介：文の作り方(2) 動詞の現在人称変化(1) 

4. 買い物：数字・値段の表現，名詞の性と数，冠詞 

5. 買い物：数字・値段の表現，名詞，冠詞と「格」 

6. 家族の紹介：名詞の複数形，所有・否定冠詞 

7. 中間テスト 

8. 質問の仕方，答え方：動詞の現在人称変化(2) 

9. 時刻の表現：命令・依頼の仕方 

10. 推薦する／気に入る：冠詞類と格，人称代名詞 

11. 街を歩く：前置詞と格，場所の表し方 

12. 街を歩く：前置詞と格，曜日・月・季節 

13. 予定を話す：話法の助動詞，分離動詞 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL880 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語入門 

(Beginner's German) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目標にドイツ語の初歩的基礎を学習し秋学期の履修の土台を形成する

ことを目指す。 

 

The objective of this course is for students to study the fundamentals of the German language and learn a balance of the four 

language skills (listening, speaking, reading and writing), with the aim of building a foundation for courses taken in the fall 

semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（約 300 語），口頭練習，聞き取り練習などを行いながら，ドイツ語の発音の基礎，日常生活に即した

基礎的な表現を学習する。さらに，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Students learn the basics of German pronunciation, basic expressions used in daily life, explanations of grammar items and basic 

vocabulary (about 300 words) while practicing speaking and listening comprehension. Also, through the history and culture of the 

German speaking sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アルファベット，挨拶，発音の基礎 

2. 自己紹介：文の作り方(1) 動詞の現在人称変化(1) 

3. 自己紹介：文の作り方(2) 動詞の現在人称変化(1) 

4. 買い物：数字・値段の表現，名詞の性と数，冠詞 

5. 買い物：数字・値段の表現，名詞，冠詞と「格」 

6. 家族の紹介：名詞の複数形，所有・否定冠詞 

7. 中間テスト 

8. 質問の仕方，答え方：動詞の現在人称変化(2) 

9. 時刻の表現：命令・依頼の仕方 

10. 推薦する／気に入る：冠詞類と格，人称代名詞 

11. 街を歩く：前置詞と格，場所の表し方 

12. 街を歩く：前置詞と格，曜日・月・季節 

13. 予定を話す：話法の助動詞，分離動詞 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL881 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語入門 

(Beginner's German) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 香織(SUGIYAMA KAORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目標にドイツ語の初歩的基礎を学習し秋学期の履修の土台を形成する

ことを目指す。 

 

The objective of this course is for students to study the fundamentals of the German language and learn a balance of the four 

language skills (listening, speaking, reading and writing), with the aim of building a foundation for courses taken in the fall 

semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（約 300 語），口頭練習，聞き取り練習などを行いながら，ドイツ語の発音の基礎，日常生活に即した

基礎的な表現を学習する。さらに，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Students learn the basics of German pronunciation, basic expressions used in daily life, explanations of grammar items and basic 

vocabulary (about 300 words) while practicing speaking and listening comprehension. Also, through the history and culture of the 

German speaking sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アルファベット，挨拶，発音の基礎 

2. 自己紹介：文の作り方(1) 動詞の現在人称変化(1) 

3. 自己紹介：文の作り方(2) 動詞の現在人称変化(1) 

4. 買い物：数字・値段の表現，名詞の性と数，冠詞 

5. 買い物：数字・値段の表現，名詞，冠詞と「格」 

6. 家族の紹介：名詞の複数形，所有・否定冠詞 

7. 中間テスト 

8. 質問の仕方，答え方：動詞の現在人称変化(2) 

9. 時刻の表現：命令・依頼の仕方 

10. 推薦する／気に入る：冠詞類と格，人称代名詞 

11. 街を歩く：前置詞と格，場所の表し方 

12. 街を歩く：前置詞と格，曜日・月・季節 

13. 予定を話す：話法の助動詞，分離動詞 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL882 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語入門 

(Beginner's German) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 真一(SAKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目標にドイツ語の初歩的基礎を学習し秋学期の履修の土台を形成する

ことを目指す。 

 

The objective of this course is for students to study the fundamentals of the German language and learn a balance of the four 

language skills (listening, speaking, reading and writing), with the aim of building a foundation for courses taken in the fall 

semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（約 300 語），口頭練習，聞き取り練習などを行いながら，ドイツ語の発音の基礎，日常生活に即した

基礎的な表現を学習する。さらに，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Students learn the basics of German pronunciation, basic expressions used in daily life, explanations of grammar items and basic 

vocabulary (about 300 words) while practicing speaking and listening comprehension. Also, through the history and culture of the 

German speaking sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アルファベット，挨拶，発音の基礎 

2. 自己紹介：文の作り方(1) 動詞の現在人称変化(1) 

3. 自己紹介：文の作り方(2) 動詞の現在人称変化(1) 

4. 買い物：数字・値段の表現，名詞の性と数，冠詞 

5. 買い物：数字・値段の表現，名詞，冠詞と「格」 

6. 家族の紹介：名詞の複数形，所有・否定冠詞 

7. 中間テスト 

8. 質問の仕方，答え方：動詞の現在人称変化(2) 

9. 時刻の表現：命令・依頼の仕方 

10. 推薦する／気に入る：冠詞類と格，人称代名詞 

11. 街を歩く：前置詞と格，場所の表し方 

12. 街を歩く：前置詞と格，曜日・月・季節 

13. 予定を話す：話法の助動詞，分離動詞 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL883 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語入門 

(Beginner's German) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 修司(SATO SHUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目標にドイツ語の初歩的基礎を学習し秋学期の履修の土台を形成する

ことを目指す。 

 

The objective of this course is for students to study the fundamentals of the German language and learn a balance of the four 

language skills (listening, speaking, reading and writing), with the aim of building a foundation for courses taken in the fall 

semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（約 300 語），口頭練習，聞き取り練習などを行いながら，ドイツ語の発音の基礎，日常生活に即した

基礎的な表現を学習する。さらに，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Students learn the basics of German pronunciation, basic expressions used in daily life, explanations of grammar items and basic 

vocabulary (about 300 words) while practicing speaking and listening comprehension. Also, through the history and culture of the 

German speaking sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アルファベット，挨拶，発音の基礎 

2. 自己紹介：文の作り方(1) 動詞の現在人称変化(1) 

3. 自己紹介：文の作り方(2) 動詞の現在人称変化(1) 

4. 買い物：数字・値段の表現，名詞の性と数，冠詞 

5. 買い物：数字・値段の表現，名詞，冠詞と「格」 

6. 家族の紹介：名詞の複数形，所有・否定冠詞 

7. 中間テスト 

8. 質問の仕方，答え方：動詞の現在人称変化(2) 

9. 時刻の表現：命令・依頼の仕方 

10. 推薦する／気に入る：冠詞類と格，人称代名詞 

11. 街を歩く：前置詞と格，場所の表し方 

12. 街を歩く：前置詞と格，曜日・月・季節 

13. 予定を話す：話法の助動詞，分離動詞 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL884 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語入門 

(Beginner's German) 

担当者名 

（Instructor） 

浜崎 桂子(HAMAZAKI KEIKO) 

山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目標にドイツ語の初歩的基礎を学習し秋学期の履修の土台を形成する

ことを目指す。 

 

The objective of this course is for students to study the fundamentals of the German language and learn a balance of the four 

language skills (listening, speaking, reading and writing), with the aim of building a foundation for courses taken in the fall 

semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（約 300 語），口頭練習，聞き取り練習などを行いながら，ドイツ語の発音の基礎，日常生活に即した

基礎的な表現を学習する。さらに，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Students learn the basics of German pronunciation, basic expressions used in daily life, explanations of grammar items and basic 

vocabulary (about 300 words) while practicing speaking and listening comprehension. Also, through the history and culture of the 

German speaking sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アルファベット，挨拶，発音の基礎 

2. 自己紹介：文の作り方(1) 動詞の現在人称変化(1) 

3. 自己紹介：文の作り方(2) 動詞の現在人称変化(1) 

4. 買い物：数字・値段の表現，名詞の性と数，冠詞 

5. 買い物：数字・値段の表現，名詞，冠詞と「格」 

6. 家族の紹介：名詞の複数形，所有・否定冠詞 

7. 中間テスト 

8. 質問の仕方，答え方：動詞の現在人称変化(2) 

9. 時刻の表現：命令・依頼の仕方 

10. 推薦する／気に入る：冠詞類と格，人称代名詞 

11. 街を歩く：前置詞と格，場所の表し方 

12. 街を歩く：前置詞と格，曜日・月・季節 

13. 予定を話す：話法の助動詞，分離動詞 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL885 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語初級 

(Elementary German) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 真一(SAKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎ドイツ語入門」に引き続き，言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目指す。 

 

Following “Beginner's German,” the objective of this course is for students to acquire a balance between the four language 

skills (listening, speaking, reading and writing). 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（「基礎 1」と合計で約 700 語）や基礎表現を使う練習を通し，短いテクストの読解力も身につける。ま

た，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Through explanations of grammar items and practice using basic vocabulary (“Basic 1” plus about 700 words) and basic 

expressions, students learn to read and comprehend short texts. Also, through the history and culture of the German speaking 

sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 既習事項の復習 

2. 夏休みに何をした？：現在完了形 

3. 夏休みはどこにいた？：過去形，副文と接続詞 

4. 誕生日を祝う：受動態 

5. 誕生日はいつ？：序数，年月日の言い方 

6. 中間テスト 

7. 天候の話題：es の使い方，zu 不定詞句 

8. 服を選ぶ：形容詞の使い方，格変化 

9. 服を選ぶ：形容詞の格変化 

10. 服を選ぶ：形容詞の比較，最上級表現 

11. 体調について話す：再帰代名詞と再帰動詞 

12. ドイツのアドヴェント：関係代名詞，関係副詞 

13. ドイツのクリスマス：非現実話法，外交的表現 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL886 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語初級 

(Elementary German) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎ドイツ語入門」に引き続き，言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目指す。 

 

Following “Beginner's German,” the objective of this course is for students to acquire a balance between the four language 

skills (listening, speaking, reading and writing). 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（「基礎 1」と合計で約 700 語）や基礎表現を使う練習を通し，短いテクストの読解力も身につける。ま

た，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Through explanations of grammar items and practice using basic vocabulary (“Basic 1” plus about 700 words) and basic 

expressions, students learn to read and comprehend short texts. Also, through the history and culture of the German speaking 

sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 既習事項の復習 

2. 夏休みに何をした？：現在完了形 

3. 夏休みはどこにいた？：過去形，副文と接続詞 

4. 誕生日を祝う：受動態 

5. 誕生日はいつ？：序数，年月日の言い方 

6. 中間テスト 

7. 天候の話題：es の使い方，zu 不定詞句 

8. 服を選ぶ：形容詞の使い方，格変化 

9. 服を選ぶ：形容詞の格変化 

10. 服を選ぶ：形容詞の比較，最上級表現 

11. 体調について話す：再帰代名詞と再帰動詞 

12. ドイツのアドヴェント：関係代名詞，関係副詞 

13. ドイツのクリスマス：非現実話法，外交的表現 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL887 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語初級 

(Elementary German) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 香織(SUGIYAMA KAORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎ドイツ語入門」に引き続き，言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目指す。 

 

Following “Beginner's German,” the objective of this course is for students to acquire a balance between the four language 

skills (listening, speaking, reading and writing). 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（「基礎 1」と合計で約 700 語）や基礎表現を使う練習を通し，短いテクストの読解力も身につける。ま

た，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Through explanations of grammar items and practice using basic vocabulary (“Basic 1” plus about 700 words) and basic 

expressions, students learn to read and comprehend short texts. Also, through the history and culture of the German speaking 

sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 既習事項の復習 

2. 夏休みに何をした？：現在完了形 

3. 夏休みはどこにいた？：過去形，副文と接続詞 

4. 誕生日を祝う：受動態 

5. 誕生日はいつ？：序数，年月日の言い方 

6. 中間テスト 

7. 天候の話題：es の使い方，zu 不定詞句 

8. 服を選ぶ：形容詞の使い方，格変化 

9. 服を選ぶ：形容詞の格変化 

10. 服を選ぶ：形容詞の比較，最上級表現 

11. 体調について話す：再帰代名詞と再帰動詞 

12. ドイツのアドヴェント：関係代名詞，関係副詞 

13. ドイツのクリスマス：非現実話法，外交的表現 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL888 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語初級 

(Elementary German) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 真一(SAKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎ドイツ語入門」に引き続き，言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目指す。 

 

Following “Beginner's German,” the objective of this course is for students to acquire a balance between the four language 

skills (listening, speaking, reading and writing). 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（「基礎 1」と合計で約 700 語）や基礎表現を使う練習を通し，短いテクストの読解力も身につける。ま

た，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Through explanations of grammar items and practice using basic vocabulary (“Basic 1” plus about 700 words) and basic 

expressions, students learn to read and comprehend short texts. Also, through the history and culture of the German speaking 

sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 既習事項の復習 

2. 夏休みに何をした？：現在完了形 

3. 夏休みはどこにいた？：過去形，副文と接続詞 

4. 誕生日を祝う：受動態 

5. 誕生日はいつ？：序数，年月日の言い方 

6. 中間テスト 

7. 天候の話題：es の使い方，zu 不定詞句 

8. 服を選ぶ：形容詞の使い方，格変化 

9. 服を選ぶ：形容詞の格変化 

10. 服を選ぶ：形容詞の比較，最上級表現 

11. 体調について話す：再帰代名詞と再帰動詞 

12. ドイツのアドヴェント：関係代名詞，関係副詞 

13. ドイツのクリスマス：非現実話法，外交的表現 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL889 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語初級 

(Elementary German) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 修司(SATO SHUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎ドイツ語入門」に引き続き，言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目指す。 

 

Following “Beginner's German,” the objective of this course is for students to acquire a balance between the four language 

skills (listening, speaking, reading and writing). 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（「基礎 1」と合計で約 700 語）や基礎表現を使う練習を通し，短いテクストの読解力も身につける。ま

た，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Through explanations of grammar items and practice using basic vocabulary (“Basic 1” plus about 700 words) and basic 

expressions, students learn to read and comprehend short texts. Also, through the history and culture of the German speaking 

sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 既習事項の復習 

2. 夏休みに何をした？：現在完了形 

3. 夏休みはどこにいた？：過去形，副文と接続詞 

4. 誕生日を祝う：受動態 

5. 誕生日はいつ？：序数，年月日の言い方 

6. 中間テスト 

7. 天候の話題：es の使い方，zu 不定詞句 

8. 服を選ぶ：形容詞の使い方，格変化 

9. 服を選ぶ：形容詞の格変化 

10. 服を選ぶ：形容詞の比較，最上級表現 

11. 体調について話す：再帰代名詞と再帰動詞 

12. ドイツのアドヴェント：関係代名詞，関係副詞 

13. ドイツのクリスマス：非現実話法，外交的表現 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL890 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ドイツ語初級 

(Elementary German) 

担当者名 

（Instructor） 

浜崎 桂子(HAMAZAKI KEIKO) 

山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎ドイツ語入門」に引き続き，言語四能力（聞く・話す・読む・書く）のバランスある習得を目指す。 

 

Following “Beginner's German,” the objective of this course is for students to acquire a balance between the four language 

skills (listening, speaking, reading and writing). 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法事項の説明，基礎語彙（「基礎 1」と合計で約 700 語）や基礎表現を使う練習を通し，短いテクストの読解力も身につける。ま

た，ドイツ語圏の歴史や文化を通し，多文化社会における文化理解と共生力を養う。 

 

Through explanations of grammar items and practice using basic vocabulary (“Basic 1” plus about 700 words) and basic 

expressions, students learn to read and comprehend short texts. Also, through the history and culture of the German speaking 

sphere, students cultivate cultural understanding and a capacity for coexistence for a multicultural society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 既習事項の復習 

2. 夏休みに何をした？：現在完了形 

3. 夏休みはどこにいた？：過去形，副文と接続詞 

4. 誕生日を祝う：受動態 

5. 誕生日はいつ？：序数，年月日の言い方 

6. 中間テスト 

7. 天候の話題：es の使い方，zu 不定詞句 

8. 服を選ぶ：形容詞の使い方，格変化 

9. 服を選ぶ：形容詞の格変化 

10. 服を選ぶ：形容詞の比較，最上級表現 

11. 体調について話す：再帰代名詞と再帰動詞 

12. ドイツのアドヴェント：関係代名詞，関係副詞 

13. ドイツのクリスマス：非現実話法，外交的表現 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題・復習などの自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業参加度（課題提出等を含む。)(30%)/中間・最終テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019 年、『シュトラーセ・ノイ Ver.3.0』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25405-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL891 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語コミュニケーション１ 

(Advanced German Communication 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ムレンス ゴリ(MUELENZ-GOLI KATHARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

総合的なドイツ語運用能力を高めるとともに，ドイツ，ヨーロッパの文化，歴史，社会，また時事的なテーマについても学びます。

留学経験者に適しています。 

 

In addition to improving your overall German language proficiency, learn about culture, history, society and current events in 

Germany and Europe. Suitable for students with experience studying abroad. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ネイティヴ・スピーカーの教員による週一回の授業です。現代のドイツ，ヨーロッパについて，さまざまなテーマに関連する語彙や

表現を学び，プレゼンテーション，議論をすることで，幅広いコミュニケーションの力をつけます。 

 

This is a weekly class taught by a native speaker. Students learn vocabulary and expressions related to various themes 

concerning modern-day Germany and Europe, and develop extensive communication skills through presentations and 

discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：既習事項の確認 

2. テーマ１：表現練習 

3. テーマ１：発話練習 

4. テーマ１：プレゼン，ディスカッション 

5. テーマ２：表現練習 

6. テーマ２：発話練習 

7. テーマ２：プレゼン，ディスカッション 

8. 復習，確認 

9. テーマ３：表現練習 

10. テーマ３：発話練習 

11. テーマ３：プレゼン，ディスカッション 

12. テーマ４：表現練習，発話練習 

13. テーマ４：プレゼン，ディスカッション 

14. 復習，まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題の学習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度や課題(50%)/授業内に実施する口頭および筆記小テストなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内でプリントを配付。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は，履修者の積極的な活動への参加，グループワークなどを中心に行う。映像・音声資料を使用する。独検 3 級以上，ある

いは Goethe-Zertifikat B1 以上に相当。 

課題へのフィードバックは随時授業内で行う。 

 

留学未経験者でコミュニケーション力に不安を覚える学生は，ネイティヴ・スピーカーの教員による「上級ドイツ語ライティング」科

目も開設されているので，選択肢として検討して欲しい。 
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注意事項（Notice） 
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■FL892 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語コミュニケーション２ 

(Advanced German Communication 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ムレンス ゴリ(MUELENZ-GOLI KATHARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

総合的なドイツ語運用能力を高めるとともに，ドイツ，ヨーロッパの文化，歴史，社会，また時事的なテーマについても学びます。

留学経験者に適しています。 

 

In addition to improving your overall German language proficiency, learn about culture, history, society and current events in 

Germany and Europe. Suitable for students with experience studying abroad. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ネイティヴ・スピーカーの教員による週一回の授業です。現代のドイツ，ヨーロッパについて，さまざまなテーマに関連する語彙や

表現を学び，プレゼンテーション，議論をすることで，幅広いコミュニケーションの力をつけます。 

 

This is a weekly class taught by a native speaker. Students learn vocabulary and expressions related to various themes 

concerning modern-day Germany and Europe, and develop extensive communication skills through presentations and 

discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：既習事項の確認 

2. テーマ１：表現練習 

3. テーマ１：発話練習 

4. テーマ１：プレゼン，ディスカッション 

5. テーマ２：表現練習 

6. テーマ２：発話練習 

7. テーマ２：プレゼン，ディスカッション 

8. 復習，確認 

9. テーマ３：表現練習 

10. テーマ３：発話練習 

11. テーマ３：プレゼン，ディスカッション 

12. テーマ４：表現練習，発話練習 

13. テーマ４：プレゼン，ディスカッション 

14. 復習，まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題の学習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度や課題(50%)/授業内に実施する口頭および筆記小テストなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内でプリントを配付。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は，履修者の積極的な活動への参加，グループワークなどを中心に行う。映像・音声資料を使用する。独検 3 級以上，ある

いは Goethe-Zertifikat B1 以上に相当。 

課題へのフィードバックは随時授業内で行う。 

 

留学未経験者でコミュニケーション力に不安を覚える学生は，ネイティヴ・スピーカーの教員による「上級ドイツ語ライティング」科

目も開設されているので，選択肢として検討して欲しい。 
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注意事項（Notice） 
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■FL893 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語ライティング１ 

(Advanced German Writing 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ブリール，Ｒ．(BRIEL,RITA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語を書く練習を通して，総合力の発展を目指します。ドイツ語既習者に適しています。 

 

The objective of this class is to develop students’ overall abilities through practice in writing in German. Suitable for students 

who have already studied German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ネイティヴ・スピーカーの教員による週一回の授業です。状況に合わせて，言いたいことをより適切なドイツ語で表現することを通

して，両者の言葉の違いを意識し，言葉の背後の文化の違いを学びます。 

 

This is a weekly class taught by a native speaker. By expressing what they want to say in more appropriate German based on 

the situation, students become aware of the differences between the two languages and learn the cultural differences behind 

the languages. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：既習事項の確認 

2. 自己紹介：表現の確認 

3. 自己紹介：作文と添削 

4. 手紙：さまざまな形式，表現の確認 

5. 手紙：作文と添削 

6. スピーチ：さまざまな形式，表現の確認 

7. スピーチ：作文と添削 

8. スピーチ：発表 

9. テーマ１：小論文の形式，表現の確認 

10. テーマ１：テクストの構成 

11. テーマ１：作文と添削 

12. テーマ２：表現の確認 

13. テーマ２：作文と添削 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題の学習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(50%)/提出物や随時実施する小テストなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内でプリントを配付。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に随時指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

グループワークなどを中心に授業をすすめる。宿題・復習などの自主学習を積極的に行うこと。 

小テスト，課題については随時授業内でフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 146 - 

■FL894 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語ライティング２ 

(Advanced German Writing 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ブリール，Ｒ．(BRIEL,RITA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語を書く練習を通して，総合力の発展を目指します。ドイツ語既習者に適しています。 

 

The objective of this class is to develop students’ overall abilities through practice in writing in German. Suitable for students 

who have already studied German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ネイティヴ・スピーカーの教員による週一回の授業です。状況に合わせて，言いたいことをより適切なドイツ語で表現することを通

して，両者の言葉の違いを意識し，言葉の背後の文化の違いを学びます。 

 

This is a weekly class taught by a native speaker. By expressing what they want to say in more appropriate German based on 

the situation, students become aware of the differences between the two languages and learn the cultural differences behind 

the languages. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：既習事項の確認 

2. 自己紹介：表現の確認 

3. 自己紹介：作文と添削 

4. 手紙：さまざまな形式，表現の確認 

5. 手紙：作文と添削 

6. スピーチ：さまざまな形式，表現の確認 

7. スピーチ：作文と添削 

8. スピーチ：発表 

9. テーマ１：小論文の形式，表現の確認 

10. テーマ１：テクストの構成 

11. テーマ１：作文と添削 

12. テーマ２：表現の確認 

13. テーマ２：作文と添削 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の復習，課題の学習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(50%)/提出物や随時実施する小テストなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内でプリントを配付。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に随時指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

グループワークなどを中心に授業をすすめる。宿題・復習などの自主学習を積極的に行うこと。 

小テスト，課題については随時授業内でフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL895 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語リスニング・リーディング１ 

(Advanced German Listening & Reading 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語テキストを読解する技術を高め，ニュース等の生のドイツ語を聞き理解する能力の向上を図ります。   

 

Improve your skills at reading and comprehending German texts and improve your ability to listen to and understand natural 

German such as news.   

 

授業の内容（Course Contents） 

新聞記事や雑誌，Web上のニュースなどの様々なジャンルのテキストや映像教材を用いて読解およびリスニングを行い，現代の

ドイツ語圏の文化・社会を理解するために必要なドイツ語の語彙を増やし、読解およびリスニングに必要な技術や知識を身に付

けます。 

 

Students practice reading comprehension and listening using texts and listening course materials from various genres such as 

newspaper articles, magazines and news on the Web, to increase their vocabulary of German words necessary to understand 

modern society and culture in the German-speaking sphere and acquire the skills and knowledge necessary for reading 

comprehension and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

3. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

4. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

5. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

6. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

7. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

8. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

9. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

10. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

11. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

12. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

13. 新聞記事・雑誌・ニュースなどを用いた読解とリスニング 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の予習，復習，課題を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度など(50%)/授業内に実施する小テストや課題など(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 2017 年、『知ってほしい国 ドイツ』、高文研 (ISBN:978-4-87498-633-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FL896 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語リスニング・リーディング２ 

(Advanced German Listening & Reading 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 大介(BABA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語の読解と聞き取りの能力を鍛える。 

 

The aim of this course is for students to improve their German skill in reading and listening. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1. 事前に指定されたドイツ語のテクストを日本語に翻訳し、これを期日までに提出する。 

2. 授業時に、添削済みの課題を受け取り、その解説を聴く。 

3. 解説済みのテクストを正確に音読できるよう練習をする。 

4. 次の授業時に、そのテクストと解説に基づき、語彙・語法を確認するための小テストとディクテーション（聞き取ったドイツ語の

書き取り）が行われる。 

 

This course focuses on the following: 

 

1. Students are required to hand in their translation homework from German into Japanese every week. 

2. In class, students' homework is checked, and grammatical points are explained for students to understand the text. 

3. Students are expected to read the text to practice German pronunciation. 

4. In the following class, there is a test as well as a dictation based on the text and the explanation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（最初の課題の提出期限も伝えるので、必ず出席すること）→発音レクチャー 

2. 発音テスト→テクストの解説→音読の練習 

3. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

4. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

5. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

6. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

7. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

8. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

9. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

10. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

11. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

12. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

13. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

14. テクストの解説→お茶会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定されたドイツ語テクストの和訳課題を毎週確実に行うこと。また解説済みのテクストを使って、音読と聞き取りの練習を定期

的に行うこと。テクストの音声データは、Blackboardを通じて配布する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題の提出状況(50%)/小テスト・ディクテーション(30%)/授業時の音読(20%) 

1.  3 回目の欠席を以って、単位取得不可となる。2. 授業のはじめに行われる小テストを受けなければ、欠席扱いとなる。3. 期

限を過ぎた課題の提出は、原則受付けない。4. 課題の出来が好ましくない場合、その再提出を行ってもらう。 

 

テキスト（Textbooks） 

テクストは初回の授業で配布する。辞書は毎回必ず持参すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 井出万秀、Claudia Hamman、『Mit Takao und Jürgen durch Würzburg（専門コースへのドイツ語文法）』、朝日出版 
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2. 中島悠爾、平尾浩三、朝倉巧、『必携ドイツ文法総まとめ』、白水社 

3. 『クラウン独和辞典』、三省堂 

4. Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt 

紙辞書の購入を強く推奨する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業時に行った連絡および解説は、Blackboardに掲載する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL897 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語演習１ 

(Advanced German 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
吉村 暁子(YOSHIMURA AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツやヨーロッパ，日本の社会背景や時事的テーマへの理解を深めるとともに，読解力や発信力など，総合的なドイツ語運用能

力を高めます。またドイツ語で意見を伝えるために，作文や口頭での発言の技術も身につけます。 

 

Deepen your understanding of the social background and current events of Germany, Europe and Japan while improving your 

overall ability to use the German language, such as reading comprehension and communication ability. Students also learn 

written and oral communication abilities in order to convey their ideas in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツの文化や日常生活をテーマとする手紙文やウェブ上のテキスト、記事や告知文など，さまざまな種類のドイツ語テクストの

読解を通じて、文法の復習や語彙の確認を行います。 

またテクストのテーマについて独作文やディクテーション、簡単な意見交換の練習も行います。 

そのために、毎回さまざまな発言用のフレーズを学び、小テストなどで確認します。 

 

Through reading and comprehending various types of German texts such as letters, websites, articles and announcements with 

themes related to German culture and daily life, students review grammar and reinforce vocabulary. 

Students also practice German writing, dictation and simple brainstorming on the theme of a text. 

To do this, students learn a variety of phrases to speak each time and review them with quizzes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、自己紹介 

2. 文化の違い（１） 

3. 文化の違い（２） 

4. 若者の生活（１） 

5. 若者の生活（２） 

6. 住まい（１） 

7. 住まい（２） 

8. メディア（１） 

9. メディア（２） 

10. 学校生活（１） 

11. 学校生活（２） 

12. スポーツ（１） 

13. スポーツ（２） 

14. まとめ：テーマについて作文 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の予習・復習はもちろん，課題学習を行うこと。課題学習の内容は授業中に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(20%)/授業への参加度(40%)/提出課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉本モニカ・筒井友弥、2018、『ディベートのためのドイツ語』、三修社 (ISBN:9784384130973) 

その他、授業でコピーを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中島 悠爾ほか著、2003、『必携ドイツ文法総まとめ』、白水社 (ISBN:978-4560004920) 

ドイツ語基礎で使用した教科書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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毎回独和辞典を必携のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■FL898 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級ドイツ語演習２ 

(Advanced German 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
吉村 暁子(YOSHIMURA AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNG3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツやヨーロッパ，日本の社会背景や時事的テーマへの理解を深めるとともに，読解力や発信力など，総合的なドイツ語運用能

力を高めます。またドイツ語で意見を伝えるために，作文や口頭での発言の技術も身につけます。 

 

Deepen your understanding of the social background and current events of Germany, Europe and Japan while improving your 

overall ability to use the German language, such as reading comprehension and communication ability. Students also learn 

written and oral communication abilities in order to convey their ideas in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前期に引き続き、文化や日常生活をテーマとする手紙文やウェブ上のテキスト、記事や告知文など，さまざまな種類のドイツ語テ

クストの読解を通じて、文法の復習や語彙の確認を行います。 

またテクストのテーマについて独作文やディクテーション、簡単な意見交換の練習も行います。 

そのために、毎回さまざまな発言用のフレーズを学び、小テストなどで確認します。 

 

Continuing from last semester, students review grammar and reinforce vocabulary through reading and comprehending various 

types of German texts such as letters, websites, articles and announcements with themes related to German culture and daily 

life. 

Students also practice German writing, dictation and simple brainstorming on the theme of a text. 

To do this, students learn a variety of phrases to speak each time and review them with quizzes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、自己紹介 

2. 将来の夢（１）読解 

3. 将来の夢（２） 

4. 旅行（１） 

5. 旅行（２） 

6. 音楽（１） 

7. 音楽（２） 

8. 食生活（１） 

9. 食生活（２） 

10. 映画（１） 

11. 映画（２） 

12. 金銭（１） 

13. 金銭（２） 

14. まとめ：テーマについて作文 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の予習・復習はもちろん，課題学習を行うこと。課題学習の内容は授業中に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(20%)/授業への参加度(40%)/提出課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉本モニカ・筒井友弥、2018、『ディベートのためのドイツ語』、三修社 (ISBN:9784384130973) 

その他、授業でコピーを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中島 悠爾ほか著、2003、『必携ドイツ文法総まとめ』、白水社 (ISBN:978-4560004920) 

ドイツ語基礎で使用した教科書 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回独和辞典を必携のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語基礎１ 

(Basic French 1) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

文学部文学科フランス文学専修を除く 

※オンライン授業の受講に必要な情報は Blackboardにアップする。必ず初回授業前に

Blackboardを確認すること【4 月 23 日追記】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の発音や初級文法などを学ぶ。発音の基本，綴り字と発音の関係，文法や基本的な語彙・表現などを中心に，フラン

ス語の輪郭をつかむ。 

 

Learn French pronunciation and basic grammar. Students come to grasp the outline of French, focusing on the basics of 

pronunciation, the relationship between spelling and pronunciation, grammar and basic vocabulary and expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。文法理解の他，音源を聞く，テキストを音

読する，例文や動詞の活用を暗記する，ペアになって会話の練習をする，練習問題を解く，といったさまざまな作業を行う。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. In addition to 

understanding grammar, students perform various types of work such as listening to voice recordings, reading texts out loud, 

memorizing the usage of example sentences and verbs, practicing conversations in pairs and solving practice problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発音とあいさつ 

2. 動詞 être の活用 

3. 自己紹介する 

4. 動詞 avoirの活用 

5. 持ち物をいう 

6. 規則動詞の活用と疑問文 

7. 情報を得る 

8. 形容詞・所有形容詞 

9. 家族を紹介する 

10. 近い未来・近い過去のことを語る 

11. 部分冠詞・中性代名詞 

12. 食事をする 

13. 代名動詞・非人称構文 

14. 日課をいう・時刻や天候をいう 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

語学は積み重ねなので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

ポケット辞書以外の紙媒体の辞書を必ず用意。『ディコ仏和辞典』，『プログレッシブ仏和辞典』など 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「基礎 1」を修得済でないと「基礎 2」に進めない。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語基礎１ 

(Basic French 1) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

文学部文学科フランス文学専修 

※オンライン授業の受講に必要な情報は Blackboardにアップする。必ず初回授業前に

Blackboardを確認すること【4 月 23 日追記】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学部文学科フランス文学専修対象。2 年次から始まる専門科目の履修のための準備として，フランス語の初級文法を学び，応

用力を身につける。 

 

This course is targeted towards students taking the College of Arts Department of Letters Course in French Literature. As 

preparation for the study of specialized subjects starting in the second year, students learn basic French grammar and learn to 

apply the language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1 名の日本人教員が週 2 回，主として初級文法を担当する。フランス文学専修で開講されているもう 2 コマの

「フランス語入門」と密に連携を取りながら，文法事項と口頭表現や読解の訓練が有機的に結びつくように授業が進められる。 

 

Classes are held twice a week. One Japanese teacher is mostly in charge of teaching elementary grammar twice a week. In 

close coordination with the two “Introductory French” blocks offered in the Course in French Literature, classes advance so 

that grammar items and oral expression and reading comprehension practice are organically connected together. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 名詞の性・数 

2. 冠詞 

3. 形容詞の性・数 

4. 直説法現在 

5. 否定文 

6. 疑問文 

7. à, de＋定冠詞の縮約 

8. 命令法 

9. 近接未来・近接過去 

10. 指示形容詞 

11. 所有形容詞 

12. 疑問形容詞 

13. 疑問代名詞 

14. 直説法複合過去 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

語学は積み重ねなので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊勢晃・谷口千賀子、『ヴワラ！』、早美出版社 (ISBN:978-4-86042-047-5) 

【2020 年 3 月 21 日テキスト追加】 

 

参考文献（Readings） 

紙媒体の辞書。『ディコ仏和辞典』(白水社)，『プログレッシブ仏和辞典』(小学館)，『クラウン仏和辞典』(三省堂)など，初心者向け

学習辞書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「基礎 1」を修得済でないと「基礎 2」に進めない。 
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・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語基礎２ 

(Basic French 2) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部文学科フランス文学専修を除く 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「フランス語基礎 1」で学習した内容を定着させるとともに，初級文法をさらに詳しく学習し，「聞く・話す・読む・書く」能力をバランス

よく身につける。 

 

In addition to solidifying what they learned in “Basic French 1,” students learn more about basic grammar and learn balanced 

“listening, speaking, reading and writing” abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。「基礎 1」に引き続き，同様の作業をやや

複雑な言い回しに関して行う。同時に，テキストなどを通じて，フランス語圏の歴史や文化についての理解を深める。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. Following “Basic 

1,” students do similar work with slightly more complex expressions. At the same time, they deepen their understanding of 

history and culture in the French-speaking sphere through texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 目的語人称代名詞 

2. 人や物をいいかえる 

3. 直説法複合過去 

4. 出来事を語る 

5. 比較・最上級 

6. 人や物を比較したり，説明したりする 

7. 直説法単純未来 

8. 予定や将来のことを語る 

9. 直説法半過去 

10. 思い出を語る 

11. 条件法現在 

12. 仮定・願望を語る 

13. 接続法 

14. 感情や希望を表現する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

秋学期は内容がやや複雑になるので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

「基礎１」に同じ。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・不合格者は次年度以降の秋学期に 1 年次クラスで再履修する。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語基礎２ 

(Basic French 2) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部文学科フランス文学専修 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学部文学科フランス文学専修対象。2 年次から始まる専門科目の履修のための準備として，フランス語の初級文法を学び，応

用力を身につける。 

 

This course is targeted towards students taking the College of Arts Department of Letters Course in French Literature. As 

preparation for the study of specialized subjects starting in the second year, students learn basic French grammar and learn to 

apply the language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1 名の日本人教員が週 2 回，主として初級文法を担当する。フランス文学専修で開講されているもう 2 コマの

「フランス語入門」と密に連携を取りながら，文法事項と口頭表現や読解の訓練が有機的に結びつくように授業が進められる。 

 

Classes are held twice a week. One Japanese teacher is mostly in charge of teaching elementary grammar twice a week. In 

close coordination with the two “Introductory French” blocks offered in the Course in French Literature, classes advance so 

that grammar items and oral expression and reading comprehension practice are organically connected together. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 直説法単純未来・前未来 

2. 非人称構文 

3. 目的語人称代名詞 

4. 関係代名詞 

5. 受動態 

6. 比較級・最上級 

7. 人称代名詞の強勢形 

8. 中性代名詞 

9. 代名動詞 

10. 直説法半過去・大過去 

11. 条件法現在・過去 

12. 接続法現在・過去 

13. 強調構文 

14. ジェロンディフ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

秋学期は内容が複雑になるので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

「基礎 1」に同じ。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「基礎 2」を修得済でないと，2年次からのフランス文学専修の指定科目を履修できない。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM701 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語中級１                    新座(Niiza) 

(Intermediate French 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

小倉 博行(OGURA HIROYUKI) 

マンジャン(MANGIN ALEXANDRE 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習した初級文法を定着させ，「聞く・話す・読む・書く」全般にわたる運用能力の養成を目指す。 

 

The objective of this course is for students to solidify the grammar they learned during the first year and to cultivate practical 

skills across the whole range of “listening, speaking, reading and writing.” 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，１年次に学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。 

週２回一括履修。原則として，フランス語を母語とする教員と日本人教員が，同一テキストを使用して連携をとりながら授業を進め

ていく。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned during the first year while students further 

develop their ability to use French. 

Classes are held twice a week. As a general rule, a teacher who is a native French speaker and a native Japanese teacher 

cooperate to advance the class while using the same textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 自己紹介する 

3. 日常生活 

4. 尋ねる 

5. 時間割 

6. 身体／健康 

7. 計画 

8. 家族 

9. 天候／時間 

10. 公共交通機関 

11. バカンス／観光 

12. 美食／料理 

13. 出来事を語る 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関未玲・A. Sabatier他、2014、『フランスの今』、駿河台出版社 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「中級１」は秋学期開講の「中級２」に引き継がれる。継続履修が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 
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・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に，ネイティヴによる授業はフランス語で，日本人による授業は日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM702 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語中級１                    新座(Niiza) 

(Intermediate French 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

羽生 敦子(HANYU ATSUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習した初級文法を定着させ，「聞く・話す・読む・書く」全般にわたる運用能力の養成を目指す。 

 

The objective of this course is for students to solidify the grammar they learned during the first year and to cultivate practical 

skills across the whole range of “listening, speaking, reading and writing.” 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，１年次に学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。 

週２回一括履修。原則として，フランス語を母語とする教員と日本人教員が，同一テキストを使用して連携をとりながら授業を進め

ていく。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned during the first year while students further 

develop their ability to use French. 

Classes are held twice a week. As a general rule, a teacher who is a native French speaker and a native Japanese teacher 

cooperate to advance the class while using the same textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 自己紹介する 

3. 日常生活 

4. 尋ねる 

5. 時間割 

6. 身体／健康 

7. 計画 

8. 家族 

9. 天候／時間 

10. 公共交通機関 

11. バカンス／観光 

12. 美食／料理 

13. 出来事を語る 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関未玲・A. Sabatier他、2014、『フランスの今』、駿河台出版社 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「中級１」は秋学期開講の「中級２」に引き継がれる。継続履修が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 
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・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に，ネイティヴによる授業はフランス語で，日本人による授業は日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM703 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語中級２                    新座(Niiza) 

(Intermediate French 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

小倉 博行(OGURA HIROYUKI) 

マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「中級１」に引き続き，中級フランス語の表現や語彙を学習しながら，より高度な実践的表現力とコミュニケーション能力の養成を

目指す。 

 

Following “Intermediate 1,” this class aims for students to develop more advanced expression and communication abilities while 

learning intermediate level French expressions and vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，これまで学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。ま

た，授業や教材をとおして，フランス語圏の歴史や文化などについての理解を深める。 

週２回一括履修。原則として，フランス語を母語とする教員と日本人教員が，同一テキストを使用して連携をとりながら授業を進め

ていく。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned up until now while students further develop 

their ability to use French. Students deepen their understanding of history and culture in the French-speaking sphere through 

lessons and course materials. 

Classes are held twice a week. As a general rule, a teacher who is a native French speaker and a native Japanese teacher 

cooperate to advance the class while using the same textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 都会と田舎 

3. 比較する 

4. スポーツ／勉強 

5. 方向 

6. 数量 

7. 食品 

8. 郵便局／銀行 

9. 文学／詩 

10. スペクタクル／ショー 

11. 衣服／モード／色 

12. メディア 

13. 説明する 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関未玲・A. Sabatier他、2014、『フランスの今』、駿河台出版社 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・「中級１」からの継続学習が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に，ネイティヴによる授業はフランス語で，日本人による授業は日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM704 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語中級２                    新座(Niiza) 

(Intermediate French 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

羽生 敦子(HANYU ATSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「中級１」に引き続き，中級フランス語の表現や語彙を学習しながら，より高度な実践的表現力とコミュニケーション能力の養成を

目指す。 

 

Following “Intermediate 1,” this class aims for students to develop more advanced expression and communication abilities while 

learning intermediate level French expressions and vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，これまで学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。ま

た，授業や教材をとおして，フランス語圏の歴史や文化などについての理解を深める。 

週２回一括履修。原則として，フランス語を母語とする教員と日本人教員が，同一テキストを使用して連携をとりながら授業を進め

ていく。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned up until now while students further develop 

their ability to use French. Students deepen their understanding of history and culture in the French-speaking sphere through 

lessons and course materials. 

Classes are held twice a week. As a general rule, a teacher who is a native French speaker and a native Japanese teacher 

cooperate to advance the class while using the same textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 都会と田舎 

3. 比較する 

4. スポーツ／勉強 

5. 方向 

6. 数量 

7. 食品 

8. 郵便局／銀行 

9. 文学／詩 

10. スペクタクル／ショー 

11. 衣服／モード／色 

12. メディア 

13. 説明する 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関未玲・A. Sabatier他、2014、『フランスの今』、駿河台出版社 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・「中級１」からの継続学習が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に，ネイティヴによる授業はフランス語で，日本人による授業は日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM705 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語スタンダード１                新座(Niiza) 

(Intermediate French 1 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習した初級文法を定着させ，基礎的な口頭表現や聴解の訓練を行うと同時に，作文力の養成をはかる。 

 

In this course, students solidify the grammar learned during the first year and practice basic oral expressions and listening 

comprehension while developing their writing skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，１年次に学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。週

１回。原則として，フランス語を母語とする教員が担当する。下記のテキストを使用して，日常的なテーマで会話が行える能力を養

うと同時に，類似のテーマで簡単な作文の訓練を行う。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned during the first year while students further 

develop their ability to use French. Held once a week. As a general rule, this class is held by native French professor. Using the 

below text, students develop the ability to have conversations with everyday themes while practicing writing essays with similar 

themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. パン屋でのやりとり 

3. 郵便局でのやりとり 

4. 量についての様々な表現（１） 

5. 量についての様々な表現（２） 

6. 値段をたずねる 

7. 注文をする 

8. ホテルを予約をする 

9. 切符を買う 

10. 衣服を買う 

11. ためらう 

12. 電話予約をする（１） 

13. 電話予約をする（２） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Miquel,C. Communication progressive du français (Niveau débutant). CLE 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「スタンダード１」は秋学期開講の「スタンダード３」に引き継がれる。継続履修が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 
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・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主にフランス語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM706 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語スタンダード２                新座(Niiza) 

(Intermediate French 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 博行(OGURA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習した初級文法を定着させるとともに，仏検４～３級受験対策と，フランス語圏の歴史や文化に関するテキストの読解

訓練を行う。 

 

In addition to solidifying the grammar they learned during the first year, students practice with countermeasures for taking 

levels 4 to 3 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au Français and read texts related to history and culture in the French-

speaking sphere. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，１年次に学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。 

週１回。原則として，日本人教員が担当する。授業は二部構成で，毎回前半は仏検４～３級の過去問を解き，教員が解説をす

る。後半はフランス語圏の社会に関するテキストを講読する。 

 

The themes in this course reinforce the vocabulary, expressions, and grammar items learned during the first year while students 

further develop their ability to use French. This course is held once a week by a native Japanese professor and consists of two 

parts;  in the first half, students solve questions from past versions of levels 4 to 3 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au 

Français. In the second half, students read texts about society in the French-speaking sphere. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 条件法の復習 

3. 接続法の復習 

4. フランス語とヨーロッパのフランス語圏１ 

5. フランス語とヨーロッパのフランス語圏２ 

6. フランスの植民地と海外県及び海外準県１ 

7. フランスの植民地と海外県及び海外準県２ 

8. ケベックの歴史と独自性１ 

9. ケベックの歴史と独自性２ 

10. アメリカのフランコフォンとフランス語保護運動１ 

11. アメリカのフランコフォンとフランス語保護運動２ 

12. フランス領カリブ地域とハイチの独立１ 

13. フランス領カリブ地域とハイチの独立２ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読テキストの予習が不可欠。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Yuko Yamade. 2016.  Sociétés et cultures francophones . 駿河台出版社 (ISBN:9784411013514) 

プリント 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

2. 『仏検公式問題集 ４級』、駿河台出版社 

 



 - 173 - 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・フランス語教育振興協会 http://apefdapf.org/ 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM707 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語スタンダード３                新座(Niiza) 

(Intermediate French 3 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「スタンダード１」に引き続き，中級フランス語の表現や語彙を学習しながら，より高度なコミュニケーション能力の養成を目指す。 

 

Following “Intermediate 1,” this class aims for students to develop more advanced communication abilities while learning 

intermediate level French expressions and vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，これまで学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。ま

た，授業や教材をとおして，フランス語圏の歴史や文化などについての理解を深める。 

週１回。原則として，フランス語を母語とする教員が担当する。下記のテキストを使用して，日常的なテーマで会話が行える能力を

養うと同時に，類似のテーマで簡単な作文の訓練を行う。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned up until now while students further develop 

their ability to use French. Students deepen their understanding of history and culture in the French-speaking sphere through 

lessons and course materials. 

Held once a week. As a general rule, this class is held by native French professor. Using the below text, students develop the 

ability to have conversations with everyday themes while practicing writing essays with similar themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 情報を得る（１） 

3. 情報を得る（２） 

4. 情報を得る（３） 

5. 義務についてたずねる(１) 

6. 義務についてたずねる(２) 

7. 許可と禁止(１) 

8. 許可と禁止(２) 

9. 確認する（１） 

10. 確認する（２） 

11. 抗議する 

12. 予定について話す（１） 

13. 予定について話す（２） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Miquel,C. Communication progressive du français (Niveau débutant). CLE 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「スタンダード１」からの継続履修が望ましい。 
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・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主にフランス語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM708 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語スタンダード４                新座(Niiza) 

(Intermediate French 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 博行(OGURA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「スタンダード２」に引き続き，仏検３～準２級受験対策とテキストの読解を通じて，フランス語圏の歴史や文化についての理解を

深める。 

 

Following “Intermediate 2,” students deepen their understanding of history and culture in the French-speaking sphere through 

reading and preparation for level 3 to pre-level 2 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au Français 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，これまで学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。 

週１回。原則として，日本人教員が担当する。授業は二部構成で，毎回前半は仏検３～準２級の過去問を解き，教員が解説をす

る。後半はフランス語圏の社会に関するテキストを講読する。 

 

The themes in this course reinforce the vocabulary, expressions, and grammar items learned during the first year while students 

further develop their ability to use French. This course is held once a week by a native Japanese professor and consists of two 

parts;  in the first half, students solve questions from past versions of levels 4 to 3 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au 

Français. In the second half, students read texts about society in the French-speaking sphere. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ケベックの公用語はフランス語１ 

3. ケベックの公用語はフランス語２ 

4. フランコフォニーとフランコフォニー国際機関１ 

5. フランコフォニーとフランコフォニー国際機関２ 

6. フランスのアラブ系 2 世とブール文化１ 

7. フランスのアラブ系 2 世とブール文化２ 

8. 『タンタンの冒険』をめぐって１ 

9. 『タンタンの冒険』をめぐって２ 

10. フランス映画が描くフランス領インドシナの終焉１ 

11. フランス映画が描くフランス領インドシナの終焉２ 

12. ケベックのサーカス文化１ 

13. ケベックのサーカス文化２ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読テキストの予習が不可欠。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Yuko Yamade. 2016.  Sociétés et cultures francophones . 駿河台出版社 (ISBN:9784411013514) 

プリント 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

2. 『仏検公式問題集 ３級』、駿河台出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・フランス語教育振興協会 http://apefdapf.org/ 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM711 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語コミュニケーション１           新座(Niiza) 

(Advanced French Communication 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Préparation à l'entretien du Futsuken 2 kyû et aux épreuves orales du Delf B1.  Renforcement de la compréhension orale et de 

la production orale.   

 

Preparation for the Futsuken 2 kyû interview and the Delf B1 oral exams.  Strengthening oral comprehension and speech 

production.   

 

授業の内容（Course Contents） 

Révision des acquis grammaticaux par l'intermédiaire de conversations autour de thèmes abordés dans les documents distribués 

en classe. 

 

Grammar revision via conversations around classroom topics covered in written texts.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Présentation et usages 

 Pronom relatif  

2. La maison et le quartier  

Pronom relatif (suite)  

3. La maison et le quartier  

Pronom relatif (suite) et "aller/venir" (rappel)  

4. Test oral  

5. La famille  

Pronom complément d'objet direct et indirect  

6. L'enfance, les souvenirs 

 L'imparfait  

7. Le quotidien et les événements du passé  

L'imparfait, le passé composé et le passé récent  

8. Test oral 

9. L'apparence physique 

 Comparatif et superlatif  

10. Le caractère 

 Comparatif et superlatif  

11. Test oral  

12. L'emploi du temps  

"déjà", "pas encore", "jamais", "ne...que", "ne...plus"  

13. Les projets 

 Futur proche, futur simple, "avoir l'intention de"  

14. Test oral  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Les élèves doivent impérativement lire et préparer la leçon avant de venir en cours.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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随時実施する小テスト(50%)/授業参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントなど 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Un feed-back sera effectué au cours de la séance suivante.  

 

注意事項（Notice） 
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■FM712 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語コミュニケーション２           新座(Niiza) 

(Advanced French Communication 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Préparation à l'entretien du Futsuken 2 kyû et aux épreuves orales du Delf B1. Renforcement de la compréhension orale et de 

la production orale.   

 

Preparation for the Futsuken 2 kyû interview and the Delf B1 oral exams. Strengthening oral comprehension and speech 

production.   

 

授業の内容（Course Contents） 

Révision et renforcement des acquis grammaticaux. Conversation autour des thèmes abordés dans les documents distribués en 

classe.   

 

Grammar revision and strengthening. Conversation around classroom topics covered in written texts.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Présentation  

Les loisirs - le conditionnel présent  

2. La santé  

 Le conditionnel présent   

3. Test oral 

4. Les vacances, le tourisme, les voyages  

Le subjonctif présent  

5. Les vacances, le tourisme, les voyages 

 Le subjonctif présent  

6. Test oral 

7. La vie en société et les coutumes 

 Les formes impersonnelles et l'impératif   

8. La vie en société et les coutumes  

Les formes impersonnelles et l'impératif  

9. Test oral 

10. Débats et opinions   

Donner son opinion ("Je pense que", "je crois que" etc.)  

11. Débats et opinions   

Approuver ou contester une opinion ("Je suis d'accord", "Je ne suis pas d'accord")  

12. Test oral 

13. Les informations  

Rapporter et commenter une information - le discours indirect  

14. Test oral 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Les élèves doivent impérativement lire et préparer la leçon avant de venir en cours.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

随時実施する小テスト(50%)/授業参加度(50%) 
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テキスト（Textbooks） 

プリントなど 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Un feed-back sera effectué au cours de la séance suivante.  

 

注意事項（Notice） 
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■FM713 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語ライティング１              新座(Niiza) 

(Advanced French Writing 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Amélioration de la production écrite. Préparation aux épreuves écrites du Futsuken 2 kyû et du Delf B1.  

 

Building written production language skills. Preparation for the Futsuken 2 kyû and Delf B1 written exams.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Exercices de grammaire 

Rédactions  

 

Grammar exercises 

Writing assignments  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Présentation 

2. Ecrire un petit mail 

Exercices: la négation et l'interrogation  

3. Ecrire une lettre à un ami 

Exercices: l'article  

4. Test écrit  

5. Ecrire un courriel important 

Exercices: il y a/c'est/il est/  

6. Ecrire un scénario 

Exercices: les adjectifs et les pronoms indéfinis  

7. Test écrit 

8. Ecrire au style direct et indirect 

Exercices: le discours indirect au présent et au passé  

9. Ecrire un résumé 

Exercices: les pronoms adverbiaux “en”et “y”  

10. Test écrit  

11. Donner son opinion 

Exercices: l'expression de la quantité  

12. Présenter des données 

Exercices: Le comparatif  

13. Test écrit 

14. Ecrire un petit article 

Exercices: le superlatif  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Préparer les exercices 

Lire la leçon  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

随時実施する小テスト(50%)/授業参加度(50%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. Jean-Luc Azra. 2013. Ecrire en français. ALMA Editeur (ISBN:978-4-905343-09-7) 

プリントなど。 

 

参考文献（Readings） 

 http://www.lepointdufle.net/productionecrite.htm  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・Un feed-back sera effectué au cours de la séance suivante. 

・Le présent cours est destiné à des étudiants ayant déjà acquis des compétences en français au moins équivalentes à celles du 

niveau 3 du Futsuken, et qui désirent les développer.  

・Les étudiants effectuent des activités en groupe. 

・La langue d’enseignement est le français.  

 

注意事項（Notice） 
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■FM714 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語ライティング２              新座(Niiza) 

(Advanced French Writing 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Amélioration de la production écrite.  

Préparation aux épreuves écrites du Futsuken 2 kyû et du Delf B1.  

 

Building written production language skills. Preparation for the Futsuken 2 kyû and Delf B1 written exams.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Exercices de grammaire 

Rédactions  

 

Grammar exercises 

Writing assignments  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Présentation 

Exercices: l'interrogation  

2. Ecrire son c.v. 

Exercices: la négation  

3. Ecrire une lettre de candidature 

Exercices: le gérondif et le passif  

4. Test écrit  

5. Argumenter 

Exercices: les prépositions et les verbes de déplacement  

6. Argumenter 2 

Exercices: les relations logiques 

7. Test écrit 

8. Argumenter 3 

Exercices: les prépositions (2)  

9. Argumenter 4 

Exercices: le plus-que-parfait et les périphrases verbales  

10. Test écrit 

11. écrire une petite synthèse 

Exercices: Les hypothèses  

12. Ecrire une lettre de motivation 

Exercices: le subjonctif (1)  

13. Test écrit 

Exercices: le subjonctif (2)  

14. Conseils méthodologiques dans la perspective d'un apprentissage autonome de la langue française.  

Exercices: le subjonctif (3)  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Préparer les exercices 

Lire la leçon 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

随時実施する小テスト(50%)/授業参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jean-Luc Azra. 2013. Ecrire en français. ALMA Editeur (ISBN:978-4-905343-09-7) 

プリントなど。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・Un feed-back sera effectué au cours de la séance suivante. 

・Le présent cours est destiné à des étudiants ayant déjà acquis des compétences en français au moins équivalentes à celles du 

niveau 3 du Futsuken, et qui désirent les développer.  

・Les étudiants effectuent des activités en groupe. 

・La langue d’enseignement est le français.  

 

注意事項（Notice） 
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■FM715 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語リスニング・リーディング１        新座(Niiza) 

(Advanced French Listening & Reading 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
大坪 裕幸(OHTUBO HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

聞き取りによる文脈の流れを把握する訓練と，精読による内容を正確に読み取る作業の両面から，高度なフランス語運用能力の

獲得を目指します。  

 

In this course, students will acquire advanced French proficiency from both practice with understanding context through 

listening comprehension and working to accurately read and comprehend details through intensive reading.  

 

授業の内容（Course Contents） 

フランスおよびフランス語圏のニュース素材を用いて，事実や歴史的経緯を踏まえた論説文を読みます。それぞれの記事・論説

のテーマに応じた語彙や表現を調べる作業を行いながら，関連する文章が耳から入ってきても理解できるように音声素材を用い

た聞き取りも行います。合わせて，中級までに学習した基礎文法を発展的に使いこなす練習を行います。  

 

Using news from France and the French-speaking sphere as course materials, students read editorials based on facts and 

historical circumstances. While working to investigate vocabulary and expressions according to the theme of each article and 

editorial, students listen to related articles using audio materials for listening comprehension to ensure that they can 

understand the articles even when consuming them by ear. At the same time, students practice developing and handling the 

basic grammar they learned at the intermediate level. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業方針の説明）  

2. フランス生活文化 1  

3. フランス生活文化 2 

4. フランス政治社会 1  

5. フランス政治社会 2 

6. EUのフランス語圏 1 

7. EUのフランス語圏 2  

8. 北米のフランス語圏 1 

9. 北米のフランス語圏 2  

10. アフリカのフランス語圏 1 

11. アフリカのフランス語圏 2  

12. アジアとフランス語圏 1  

13. アジアとフランス語圏 2  

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業時に指示します。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への参加度(30%)/毎回の課題発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に配付します。授業には紙の卓上型（ポケットサイズではない）仏和辞典を必ず持参してください。  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検３級相当以上のフランス語運用能力を既に有し、それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 
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・授業言語：主に日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM716 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語リスニング・リーディング２        新座(Niiza) 

(Advanced French Listening & Reading 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
大坪 裕幸(OHTUBO HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

聞き取りによる文脈の流れを把握する訓練と，精読による内容を正確に読み取る作業の両面から，高度なフランス語運用能力の

獲得を目指します。 

 

In this course, students will acquire advanced French proficiency from both practice with understanding context through 

listening comprehension and working to accurately read and comprehend details through intensive reading.  

 

授業の内容（Course Contents） 

フランスおよびフランス語圏のニュース素材を用いて，事実や歴史的経緯を踏まえた論説文を読みます。それぞれの記事・論説

のテーマに応じた語彙や表現を調べる作業を行いながら，関連する文章が耳から入ってきても理解できるように音声素材を用い

た聞き取りも行います。合わせて，中級までに学習した基礎文法を発展的に使いこなす練習を行います。 

 

Using news from France and the French-speaking sphere as course materials, students read editorials based on facts and 

historical circumstances. While working to investigate vocabulary and expressions according to the theme of each article and 

editorial, students listen to related articles using audio materials for listening comprehension to ensure that they can 

understand the articles even when consuming them by ear. At the same time, students practice developing and handling the 

basic grammar they learned at the intermediate level. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業方針の説明） 

2. フランス生活文化 1 

3. フランス生活文化 2 

4. フランス政治社会 1 

5. フランス政治社会 2 

6. EUのフランス語圏 1 

7. EUのフランス語圏 2 

8. 北米のフランス語圏 1 

9. 北米のフランス語圏 2 

10. アフリカのフランス語圏 1 

11. アフリカのフランス語圏 2 

12. アジアとフランス語圏 1 

13. アジアとフランス語圏 2 

14. 最終テスト  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業時に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への参加度(30%)/毎回の課題発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に配付します。授業には紙の卓上型（ポケットサイズではない）仏和辞典を必ず持参してください。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検３級相当以上のフランス語運用能力を既に有し、それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 
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・授業言語：主に日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM717 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語演習１                  新座(Niiza) 

(Advanced French 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
羽生 敦子(HANYU ATSUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「読む」「聞く」「話す」のフランス語のレベルをより上達させよう。フランス語圏文化への理解を深めよう。 

 

In this course, students will Improve French reading, listening, and speaking skills. Students will learn more about the culture of 

France and the French-speaking sphere. 

 

授業の内容（Course Contents） 

時事フランス語に特化したテキストを使用し、フランス社会や社会問題について学ぶ。また、アクチュアルなフランス単語について

学習する。 

 

In this course, students learn about French society and social issues using the textbook that contains theses subjects . 

Students will also learn about significant French words. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランスの標語 La devise de la France (p.1-p.4) 

2. 文法と仏検対策問題  

3. 2020 年には観光客 1 億人？Cent-millions de touristes en France en 2020? (p.5-p.8) 

4. 文法と仏検対策問題 

5. 働きすぎてはいけない Il est interdit de trop travailler ! (p.9-p.12) 

6. 小テスト mini test 

7. 人種差別 Discrimination raciale (p.17-p.20) 

8. 文法と仏検対策問題 

9. 2020 年東京オリンピック Tokyo 2020 (p.21- p.24） 

10. 文法と仏検対策問題 

11. ショパンとフランス Chopin et la France (p.25-p.28) 

12. 文法と仏検対策問題 

13. パリのノートル＝ダム大聖堂 Notre-Dame de Paris (p,37-p.40) 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業に出席する際には必ず知らない単語を調べておくこと。できれば、テキストを和訳することが望ましい。 

必ず復習をすること、内容としてはテキストの復習も大切であるが、付属の CD を音声をよく聞き、自身で音読を行うことも重要で

ある。 

フランス語の語彙を増やすため、あるいは学習した単語を確認するために、日ごろからインターネットでフランスの情報について

調べることを推奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/小テスト(20%)/授業への出席と積極的な態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石井洋二郎 ミシェル・サガズ、2020、『時事フランス語 2020年度版 ( À la page 2020 )』、朝日出版社 

(ISBN:9784255353135) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FM718 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語演習２                  新座(Niiza) 

(Advanced French 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
大磯 仁志(OOISO HITOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな文章の精読を通して、発展的学習の方法を学びながら、仏検２級から準１級レベルのフランス語運用能力の獲得を目

指します。 

 

The objective of this course is for students to acquire French application skills equivalent to level 2 to level pre-1 of the 

Diplôme d’Aptitude Pratique au Français while studying developmental learning methods through intensive reading of various 

texts.   

 

授業の内容（Course Contents） 

若干難易度の高いさまざまな文章（小説、日記、エッセイ、書簡、詩、脚本、新聞・雑誌記事等々）を熟読玩味しながら、語彙・文

法を整理して、フランス語検定２級から準１級の試験対策へとつなげます。また、取り上げた文章の背景を学習することで、フラン

スの文化や社会に関する幅広い知識を得ることも期待されます。 

仏検の過去問については、文法問題だけではなく、書き取り・聞き取り問題も扱う予定です。 

 

Students carefully read various texts with a high level of difficulty (novels, diaries, essays, letters, poetry, screenplays, 

newspapers, magazine articles etc.) while organizing grammar and vocabulary in preparation for level 2 to level pre-1 of the 

Diplôme d’Aptitude Pratique au Français. Also, by learning the context of the text they are dealing with, students are expected 

to obtain extensive knowledge of French culture and society.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 仏検２級問題演習＋講読 

3. 仏検２級問題演習＋講読 

4. 仏検２級問題演習＋講読 

5. 仏検２級問題演習＋講読 

6. 仏検２級問題演習＋講読 

7. 仏検準１級問題演習＋講読 

8. 仏検準１級問題演習＋講読 

9. 仏検準１級問題演習＋講読 

10. 仏検準１級問題演習＋講読 

11. 仏検準１級問題演習＋講読 

12. 仏検準１級問題演習＋講読 

13. 仏検準１級問題演習＋講読 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の性質上、予習は必須です。 

講読資料や文法問題等はもちろん事前に配布するが、音声資料なども Blackboardにアップするので、授業前に十分聞いておく

こと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FM720 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

言語情報処理論（フランス語）              新座(Niiza) 

(Information processing and language(French)) 

担当者名 

（Instructor） 
杉原 賢彦(SUGIHARA KATSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

パソコンを使用して文書を作成し、フランス語にかかわる問題（アクセント記号など）について学ぶ。 

また、インターネットを利用してフランス語圏に関わる情報を検索し、それをもとに発信する力を身につける。 

 

In this course, students learn French issues and gain skills to use computers. Students also learn how to conduct research and 

share findings in French.  

 

授業の内容（Course Contents） 

パソコン上でどのように文字が表現されるのかという基本事項から始めてゆく。フォントの取り扱いや文字コードの問題など、フラ

ンス語とかかわる上で必要な知識を得るほか、フランス語入力にかかわる諸問題を理解してゆく。 

さらにそこから、インターネット上のフランス語圏情報を読み取り、活用してゆく方法論を考えてゆく。 

 

Students start this course by learning how characters are displayed on a computer. Students also learn how fonts work and the 

learn the character codes UTF-8, UTF-16, etc., which are important for using French. In addition, we will consider a 

methodology to read and utilize French-speaking information on the Internet. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション パソコンと文字入力の基本 

2. フォントと文字コードについて 

3. フランス語での問題について 〜 キーボード配列とフランス語 

4. フランス語で文字入力をやってみる 〜 文章を書く 

5. ホームページの構造をフランス語で知る 

6. フランスの情報を得る I ホテルやレストラン情報 

7. フランスの情報を得る II 予約してみよう 

8. 検索エンジンとフランスとの問題について 

9. Gallica（オンライン文学データベース）を使ってみよう I 

10. Gallica（オンライン文学データベース）を使ってみよう II 

11. フランスからの情報を活用する I ラジオを聴く 

12. フランスからの情報を活用する II ライヴ番組を見る 

13. 課題を決めて調査＆報告 I 

14. 課題を決めて調査＆報告 II 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ふだんスマホしか使わないという人は、できるだけパソコンに触れる機会を増やして欲しい。また、毎回とは言わないまでも、次回

の内容に則した課題を出す予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終報告その他(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 牧野武文、4839903298、『Mac の知恵の実』、毎日コミュニケーションズ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FM721 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語入門                   新座(Niiza) 

(Beginner's French) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 美奈子(KOUNO MINAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の発音や初級文法などを学ぶ。発音の基本，綴り字と発音の関係，文法や基本的な語彙・表現などを中心に，フラン

ス語の輪郭をつかむ。 

 

Learn French pronunciation and basic grammar. Students come to grasp the outline of French, focusing on the basics of 

pronunciation, the relationship between spelling and pronunciation, grammar and basic vocabulary and expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。文法理解の他，音源を聞く，テキストを音

読する，例文や動詞の活用を暗記する，ペアになって会話の練習をする，練習問題を解く，といったさまざまな作業を行う。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. In addition to 

understanding grammar, students perform various types of work such as listening to voice recordings, reading texts out loud, 

memorizing the usage of example sentences and verbs, practicing conversations in pairs and solving practice problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発音とあいさつ 

2. 動詞 être の活用 

3. 自己紹介する 

4. 動詞 avoirの活用 

5. 持ち物をいう 

6. 規則動詞の活用と疑問文 

7. 情報を得る 

8. 形容詞・所有形容詞 

9. 家族を紹介する 

10. 近い未来・近い過去のことを語る 

11. 部分冠詞・中性代名詞 

12. 食事をする 

13. 代名動詞・非人称構文 

14. 日課をいう・時刻や天候をいう 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

語学は積み重ねなので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

ポケット辞書以外の紙媒体の辞書を必ず用意。『ディコ仏和辞典』，『プログレッシブ仏和辞典』など 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「基礎フランス語入門」を修得済でないと「基礎フランス語初級」に進めない。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 

 



 - 196 - 

注意事項（Notice） 
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■FM722 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語入門                   新座(Niiza) 

(Beginner's French) 

担当者名 

（Instructor） 
石原 陽一郎(ISHIHARA YOUICHIROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の発音や初級文法などを学ぶ。発音の基本，綴り字と発音の関係，文法や基本的な語彙・表現などを中心に，フラン

ス語の輪郭をつかむ。 

 

Learn French pronunciation and basic grammar. Students come to grasp the outline of French, focusing on the basics of 

pronunciation, the relationship between spelling and pronunciation, grammar and basic vocabulary and expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。文法理解の他，音源を聞く，テキストを音

読する，例文や動詞の活用を暗記する，ペアになって会話の練習をする，練習問題を解く，といったさまざまな作業を行う。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. In addition to 

understanding grammar, students perform various types of work such as listening to voice recordings, reading texts out loud, 

memorizing the usage of example sentences and verbs, practicing conversations in pairs and solving practice problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発音とあいさつ 

2. 動詞 être の活用 

3. 自己紹介する 

4. 動詞 avoirの活用 

5. 持ち物をいう 

6. 規則動詞の活用と疑問文 

7. 情報を得る 

8. 形容詞・所有形容詞 

9. 家族を紹介する 

10. 近い未来・近い過去のことを語る 

11. 部分冠詞・中性代名詞 

12. 食事をする 

13. 代名動詞・非人称構文 

14. 日課をいう・時刻や天候をいう 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

語学は積み重ねなので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

ポケット辞書以外の紙媒体の辞書を必ず用意。『ディコ仏和辞典』，『プログレッシブ仏和辞典』など 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「基礎フランス語入門」を修得済でないと「基礎フランス語初級」に進めない。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM723 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語初級                   新座(Niiza) 

(Elementary French) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 美奈子(KOUNO MINAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎フランス語入門」で学習した内容を定着させるとともに，初級文法をさらに詳しく学習し，「聞く・話す・読む・書く」能力をバラ

ンスよく身につける。 

 

In addition to solidifying what they learned in “Beginner's French,” students learn more about basic grammar and learn balanced 

“listening, speaking, reading and writing” abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。「基礎フランス語入門」に引き続き，同様

の作業をやや複雑な言い回しに関して行う。同時に，テキストなどを通じて，フランス語圏の歴史や文化についての理解を深め

る。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. Following 

“Beginner's French,” students do similar work with slightly more complex expressions. At the same time, they deepen their 

understanding of history and culture in the French-speaking sphere through texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 目的語人称代名詞 

2. 人や物をいいかえる 

3. 直説法複合過去 

4. 出来事を語る 

5. 比較・最上級 

6. 人や物を比較したり，説明したりする 

7. 直説法単純未来 

8. 予定や将来のことを語る 

9. 直説法半過去 

10. 思い出を語る 

11. 条件法現在 

12. 仮定・願望を語る 

13. 接続法 

14. 感情や希望を表現する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

秋学期は内容がやや複雑になるので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

「基礎フランス語入門」に同じ。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM724 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語初級                   新座(Niiza) 

(Elementary French) 

担当者名 

（Instructor） 
石原 陽一郎(ISHIHARA YOUICHIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎フランス語入門」で学習した内容を定着させるとともに，初級文法をさらに詳しく学習し，「聞く・話す・読む・書く」能力をバラ

ンスよく身につける。 

 

In addition to solidifying what they learned in “Beginner's French,” students learn more about basic grammar and learn balanced 

“listening, speaking, reading and writing” abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。「基礎フランス語入門」に引き続き，同様

の作業をやや複雑な言い回しに関して行う。同時に，テキストなどを通じて，フランス語圏の歴史や文化についての理解を深め

る。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. Following 

“Beginner's French,” students do similar work with slightly more complex expressions. At the same time, they deepen their 

understanding of history and culture in the French-speaking sphere through texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 目的語人称代名詞 

2. 人や物をいいかえる 

3. 直説法複合過去 

4. 出来事を語る 

5. 比較・最上級 

6. 人や物を比較したり，説明したりする 

7. 直説法単純未来 

8. 予定や将来のことを語る 

9. 直説法半過去 

10. 思い出を語る 

11. 条件法現在 

12. 仮定・願望を語る 

13. 接続法 

14. 感情や希望を表現する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

秋学期は内容がやや複雑になるので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

「基礎フランス語入門」に同じ。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM739 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語中級１      

(Intermediate French 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

稲村 真実(INAMURA MAMI) 

マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習した初級文法を定着させ，「聞く・話す・読む・書く」全般にわたる運用能力の養成を目指す。 

 

The objective of this course is for students to solidify the grammar they learned during the first year and to cultivate practical 

skills across the whole range of “listening, speaking, reading and writing.” 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，１年次に学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。 

週２回一括履修。原則として，フランス語を母語とする教員と日本人教員が，同一テキストを使用して連携をとりながら授業を進め

ていく。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned during the first year while students further 

develop their ability to use French. 

Classes are held twice a week. As a general rule, a teacher who is a native French speaker and a native Japanese teacher 

cooperate to advance the class while using the same textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 自己紹介する 

3. 日常生活 

4. 尋ねる 

5. 時間割 

6. 身体／健康 

7. 計画 

8. 家族 

9. 天候／時間 

10. 公共交通機関 

11. バカンス／観光 

12. 美食／料理 

13. 出来事を語る 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関未玲・A. Sabatier他、2014、『フランスの今』、駿河台出版社 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「中級１」は秋学期開講の「中級２」に引き継がれる。継続履修が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 
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・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に，ネイティヴによる授業はフランス語で，日本人による授業は日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM740 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語中級１ 

(Intermediate French 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

杉原 賢彦(SUGIHARA KATSUHIKO) 

マンジャン(MANGIN ALEXANDRE 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習した初級文法を定着させ，「聞く・話す・読む・書く」全般にわたる運用能力の養成を目指す。 

 

The objective of this course is for students to solidify the grammar they learned during the first year and to cultivate practical 

skills across the whole range of “listening, speaking, reading and writing.” 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，１年次に学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。 

週２回一括履修。原則として，フランス語を母語とする教員と日本人教員が，同一テキストを使用して連携をとりながら授業を進め

ていく。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned during the first year while students further 

develop their ability to use French. 

Classes are held twice a week. As a general rule, a teacher who is a native French speaker and a native Japanese teacher 

cooperate to advance the class while using the same textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 自己紹介する 

3. 日常生活 

4. 尋ねる 

5. 時間割 

6. 身体／健康 

7. 計画 

8. 家族 

9. 天候／時間 

10. 公共交通機関 

11. バカンス／観光 

12. 美食／料理 

13. 出来事を語る 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関未玲・A. Sabatier他、2014、『フランスの今』、駿河台出版社 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「中級１」は秋学期開講の「中級２」に引き継がれる。継続履修が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 
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・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に，ネイティヴによる授業はフランス語で，日本人による授業は日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM741 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語中級１ 

(Intermediate French 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

デルヴロワ，Ｍ．(DERVELOIS,MICHAEL) 

河野 美奈子(KOUNO MINAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習した初級文法を定着させ，「聞く・話す・読む・書く」全般にわたる運用能力の養成を目指す。 

 

The objective of this course is for students to solidify the grammar they learned during the first year and to cultivate practical 

skills across the whole range of “listening, speaking, reading and writing.” 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，１年次に学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。 

週２回一括履修。原則として，フランス語を母語とする教員と日本人教員が，同一テキストを使用して連携をとりながら授業を進め

ていく。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned during the first year while students further 

develop their ability to use French. 

Classes are held twice a week. As a general rule, a teacher who is a native French speaker and a native Japanese teacher 

cooperate to advance the class while using the same textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 自己紹介する 

3. 日常生活 

4. 尋ねる 

5. 時間割 

6. 身体／健康 

7. 計画 

8. 家族 

9. 天候／時間 

10. 公共交通機関 

11. バカンス／観光 

12. 美食／料理 

13. 出来事を語る 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関未玲・A. Sabatier他、2014、『フランスの今』、駿河台出版社 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「中級１」は秋学期開講の「中級２」に引き継がれる。継続履修が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 
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・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に，ネイティヴによる授業はフランス語で，日本人による授業は日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM743 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語中級２ 

(Intermediate French 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

稲村 真実(INAMURA MAMI) 

マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「中級１」に引き続き，中級フランス語の表現や語彙を学習しながら，より高度な実践的表現力とコミュニケーション能力の養成を

目指す。 

 

Following “Intermediate 1,” this class aims for students to develop more advanced expression and communication abilities while 

learning intermediate level French expressions and vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，これまで学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。ま

た，授業や教材をとおして，フランス語圏の歴史や文化などについての理解を深める。 

週２回一括履修。原則として，フランス語を母語とする教員と日本人教員が，同一テキストを使用して連携をとりながら授業を進め

ていく。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned up until now while students further develop 

their ability to use French. Students deepen their understanding of history and culture in the French-speaking sphere through 

lessons and course materials. 

Classes are held twice a week. As a general rule, a teacher who is a native French speaker and a native Japanese teacher 

cooperate to advance the class while using the same textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 都会と田舎 

3. 比較する 

4. スポーツ／勉強 

5. 方向 

6. 数量 

7. 食品 

8. 郵便局／銀行 

9. 文学／詩 

10. スペクタクル／ショー 

11. 衣服／モード／色 

12. メディア 

13. 説明する 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関未玲・A. Sabatier他、2014、『フランスの今』、駿河台出版社 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・「中級１」からの継続学習が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に，ネイティヴによる授業はフランス語で，日本人による授業は日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM744 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語中級２ 

(Intermediate French 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

杉原 賢彦(SUGIHARA KATSUHIKO) 

マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「中級１」に引き続き，中級フランス語の表現や語彙を学習しながら，より高度な実践的表現力とコミュニケーション能力の養成を

目指す。 

 

Following “Intermediate 1,” this class aims for students to develop more advanced expression and communication abilities while 

learning intermediate level French expressions and vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，これまで学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。ま

た，授業や教材をとおして，フランス語圏の歴史や文化などについての理解を深める。 

週２回一括履修。原則として，フランス語を母語とする教員と日本人教員が，同一テキストを使用して連携をとりながら授業を進め

ていく。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned up until now while students further develop 

their ability to use French. Students deepen their understanding of history and culture in the French-speaking sphere through 

lessons and course materials. 

Classes are held twice a week. As a general rule, a teacher who is a native French speaker and a native Japanese teacher 

cooperate to advance the class while using the same textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 都会と田舎 

3. 比較する 

4. スポーツ／勉強 

5. 方向 

6. 数量 

7. 食品 

8. 郵便局／銀行 

9. 文学／詩 

10. スペクタクル／ショー 

11. 衣服／モード／色 

12. メディア 

13. 説明する 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関未玲・A. Sabatier他、2014、『フランスの今』、駿河台出版社 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・「中級１」からの継続学習が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に，ネイティヴによる授業はフランス語で，日本人による授業は日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM745 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語中級２ 

(Intermediate French 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

デルヴロワ，Ｍ．(DERVELOIS,MICHAEL) 

河野 美奈子(KOUNO MINAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「中級１」に引き続き，中級フランス語の表現や語彙を学習しながら，より高度な実践的表現力とコミュニケーション能力の養成を

目指す。 

 

Following “Intermediate 1,” this class aims for students to develop more advanced expression and communication abilities while 

learning intermediate level French expressions and vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，これまで学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。ま

た，授業や教材をとおして，フランス語圏の歴史や文化などについての理解を深める。 

週２回一括履修。原則として，フランス語を母語とする教員と日本人教員が，同一テキストを使用して連携をとりながら授業を進め

ていく。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned up until now while students further develop 

their ability to use French. Students deepen their understanding of history and culture in the French-speaking sphere through 

lessons and course materials. 

Classes are held twice a week. As a general rule, a teacher who is a native French speaker and a native Japanese teacher 

cooperate to advance the class while using the same textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 都会と田舎 

3. 比較する 

4. スポーツ／勉強 

5. 方向 

6. 数量 

7. 食品 

8. 郵便局／銀行 

9. 文学／詩 

10. スペクタクル／ショー 

11. 衣服／モード／色 

12. メディア 

13. 説明する 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関未玲・A. Sabatier他、2014、『フランスの今』、駿河台出版社 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・「中級１」からの継続学習が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に，ネイティヴによる授業はフランス語で，日本人による授業は日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM747 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語スタンダード１ 

(Intermediate French 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習した初級文法を定着させ，基礎的な口頭表現や聴解の訓練を行うと同時に，作文力の養成をはかる。 

 

In this course, students solidify the grammar learned during the first year and practice basic oral expressions and listening 

comprehension while developing their writing skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，１年次に学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。週

１回。原則として，フランス語を母語とする教員が担当する。下記のテキストを使用して，日常的なテーマで会話が行える能力を養

うと同時に，類似のテーマで簡単な作文の訓練を行う。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned during the first year while students further 

develop their ability to use French. Held once a week. As a general rule, this class is held by native French professor. Using the 

below text, students develop the ability to have conversations with everyday themes while practicing writing essays with similar 

themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. パン屋でのやりとり 

3. 郵便局でのやりとり 

4. 量についての様々な表現（１） 

5. 量についての様々な表現（２） 

6. 値段をたずねる 

7. 注文をする 

8. ホテルを予約をする 

9. 切符を買う 

10. 衣服を買う 

11. ためらう 

12. 電話予約をする（１） 

13. 電話予約をする（２） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Miquel,C. Communication progressive du français (Niveau débutant). CLE 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「スタンダード１」は秋学期開講の「スタンダード３」に引き継がれる。継続履修が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 
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・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主にフランス語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM748 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語スタンダード１ 

(Intermediate French 1 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
ブルジュワ，Ｒ．(BOURGEOIS,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習した初級文法を定着させ，基礎的な口頭表現や聴解の訓練を行うと同時に，作文力の養成をはかる。 

 

In this course, students solidify the grammar learned during the first year and practice basic oral expressions and listening 

comprehension while developing their writing skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，１年次に学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。週

１回。原則として，フランス語を母語とする教員が担当する。下記のテキストを使用して，日常的なテーマで会話が行える能力を養

うと同時に，類似のテーマで簡単な作文の訓練を行う。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned during the first year while students further 

develop their ability to use French. Held once a week. As a general rule, this class is held by native French professor. Using the 

below text, students develop the ability to have conversations with everyday themes while practicing writing essays with similar 

themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. パン屋でのやりとり 

3. 郵便局でのやりとり 

4. 量についての様々な表現（１） 

5. 量についての様々な表現（２） 

6. 値段をたずねる 

7. 注文をする 

8. ホテルを予約をする 

9. 切符を買う 

10. 衣服を買う 

11. ためらう 

12. 電話予約をする（１） 

13. 電話予約をする（２） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Miquel,C. Communication progressive du français (Niveau débutant). CLE 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「スタンダード１」は秋学期開講の「スタンダード３」に引き継がれる。継続履修が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 
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・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主にフランス語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM749 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語スタンダード２ 

(Intermediate French 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
羽生 敦子(HANYU ATSUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習した初級文法を定着させるとともに，仏検４～３級受験対策と，フランス語圏の歴史や文化に関するテキストの読解

訓練を行う。 

 

In addition to solidifying the grammar they learned during the first year, students practice with countermeasures for taking 

levels 4 to 3 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au Français and read texts related to history and culture in the French-

speaking sphere. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，１年次に学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。 

週１回。原則として，日本人教員が担当する。授業は二部構成で，毎回前半は仏検４～３級の過去問を解き，教員が解説をす

る。後半はフランス語圏の社会に関するテキストを講読する。 

 

The themes in this course reinforce the vocabulary, expressions, and grammar items learned during the first year while students 

further develop their ability to use French. This course is held once a week by a native Japanese professor and consists of two 

parts;  in the first half, students solve questions from past versions of levels 4 to 3 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au 

Français. In the second half, students read texts about society in the French-speaking sphere. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 条件法の復習 

3. 接続法の復習 

4. フランス語とヨーロッパのフランス語圏１ 

5. フランス語とヨーロッパのフランス語圏２ 

6. フランスの植民地と海外県及び海外準県１ 

7. フランスの植民地と海外県及び海外準県２ 

8. ケベックの歴史と独自性１ 

9. ケベックの歴史と独自性２ 

10. アメリカのフランコフォンとフランス語保護運動１ 

11. アメリカのフランコフォンとフランス語保護運動２ 

12. フランス領カリブ地域とハイチの独立１ 

13. フランス領カリブ地域とハイチの独立２ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読テキストの予習が不可欠。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Yuko Yamade. 2016.  Sociétés et cultures francophones . 駿河台出版社 (ISBN:9784411013514) 

プリント 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

2. 『仏検公式問題集 ４級』、駿河台出版社 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・フランス語教育振興協会 http://apefdapf.org/ 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM750 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語スタンダード２ 

(Intermediate French 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
杉原 賢彦(SUGIHARA KATSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習した初級文法を定着させるとともに，仏検４～３級受験対策と，フランス語圏の歴史や文化に関するテキストの読解

訓練を行う。 

 

In addition to solidifying the grammar they learned during the first year, students practice with countermeasures for taking 

levels 4 to 3 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au Français and read texts related to history and culture in the French-

speaking sphere. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，１年次に学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。 

週１回。原則として，日本人教員が担当する。授業は二部構成で，毎回前半は仏検４～３級の過去問を解き，教員が解説をす

る。後半はフランス語圏の社会に関するテキストを講読する。 

 

The themes in this course reinforce the vocabulary, expressions, and grammar items learned during the first year while students 

further develop their ability to use French. This course is held once a week by a native Japanese professor and consists of two 

parts;  in the first half, students solve questions from past versions of levels 4 to 3 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au 

Français. In the second half, students read texts about society in the French-speaking sphere. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 条件法の復習 

3. 接続法の復習 

4. フランス語とヨーロッパのフランス語圏１ 

5. フランス語とヨーロッパのフランス語圏２ 

6. フランスの植民地と海外県及び海外準県１ 

7. フランスの植民地と海外県及び海外準県２ 

8. ケベックの歴史と独自性１ 

9. ケベックの歴史と独自性２ 

10. アメリカのフランコフォンとフランス語保護運動１ 

11. アメリカのフランコフォンとフランス語保護運動２ 

12. フランス領カリブ地域とハイチの独立１ 

13. フランス領カリブ地域とハイチの独立２ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読テキストの予習が不可欠。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Yuko Yamade. 2016.  Sociétés et cultures francophones . 駿河台出版社 (ISBN:9784411013514) 

プリント 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

2. 『仏検公式問題集 ４級』、駿河台出版社 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・フランス語教育振興協会 http://apefdapf.org/ 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM751 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語スタンダード３ 

(Intermediate French 3 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「スタンダード１」に引き続き，中級フランス語の表現や語彙を学習しながら，より高度なコミュニケーション能力の養成を目指す。 

 

Following “Intermediate 1,” this class aims for students to develop more advanced communication abilities while learning 

intermediate level French expressions and vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，これまで学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。ま

た，授業や教材をとおして，フランス語圏の歴史や文化などについての理解を深める。 

週１回。原則として，フランス語を母語とする教員が担当する。下記のテキストを使用して，日常的なテーマで会話が行える能力を

養うと同時に，類似のテーマで簡単な作文の訓練を行う。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned up until now while students further develop 

their ability to use French. Students deepen their understanding of history and culture in the French-speaking sphere through 

lessons and course materials. 

Held once a week. As a general rule, this class is held by native French professor. Using the below text, students develop the 

ability to have conversations with everyday themes while practicing writing essays with similar themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 情報を得る（１） 

3. 情報を得る（２） 

4. 情報を得る（３） 

5. 義務についてたずねる(１) 

6. 義務についてたずねる(２) 

7. 許可と禁止(１) 

8. 許可と禁止(２) 

9. 確認する（１） 

10. 確認する（２） 

11. 抗議する 

12. 予定について話す（１） 

13. 予定について話す（２） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Miquel,C. Communication progressive du français (Niveau débutant). CLE 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「スタンダード１」からの継続履修が望ましい。 
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・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主にフランス語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM752 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語スタンダード３ 

(Intermediate French 3 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
ブルジュワ，Ｒ．(BOURGEOIS,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「スタンダード１」に引き続き，中級フランス語の表現や語彙を学習しながら，より高度なコミュニケーション能力の養成を目指す。 

 

Following “Intermediate 1,” this class aims for students to develop more advanced communication abilities while learning 

intermediate level French expressions and vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，これまで学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。ま

た，授業や教材をとおして，フランス語圏の歴史や文化などについての理解を深める。 

週１回。原則として，フランス語を母語とする教員が担当する。下記のテキストを使用して，日常的なテーマで会話が行える能力を

養うと同時に，類似のテーマで簡単な作文の訓練を行う。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned up until now while students further develop 

their ability to use French. Students deepen their understanding of history and culture in the French-speaking sphere through 

lessons and course materials. 

Held once a week. As a general rule, this class is held by native French professor. Using the below text, students develop the 

ability to have conversations with everyday themes while practicing writing essays with similar themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 情報を得る（１） 

3. 情報を得る（２） 

4. 情報を得る（３） 

5. 義務についてたずねる(１) 

6. 義務についてたずねる(２) 

7. 許可と禁止(１) 

8. 許可と禁止(２) 

9. 確認する（１） 

10. 確認する（２） 

11. 抗議する 

12. 予定について話す（１） 

13. 予定について話す（２） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Miquel,C. Communication progressive du français (Niveau débutant). CLE 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「スタンダード１」からの継続履修が望ましい。 
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・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主にフランス語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM753 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語スタンダード４ 

(Intermediate French 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
羽生 敦子(HANYU ATSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「スタンダード２」に引き続き，仏検３～準２級受験対策とテキストの読解を通じて，フランス語圏の歴史や文化についての理解を

深める。 

 

Following “Intermediate 2,” students deepen their understanding of history and culture in the French-speaking sphere through 

reading and preparation for level 3 to pre-level 2 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au Français 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，これまで学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。 

週１回。原則として，日本人教員が担当する。授業は二部構成で，毎回前半は仏検３～準２級の過去問を解き，教員が解説をす

る。後半はフランス語圏の社会に関するテキストを講読する。 

 

The themes in this course reinforce the vocabulary, expressions, and grammar items learned during the first year while students 

further develop their ability to use French. This course is held once a week by a native Japanese professor and consists of two 

parts;  in the first half, students solve questions from past versions of levels 4 to 3 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au 

Français. In the second half, students read texts about society in the French-speaking sphere. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ケベックの公用語はフランス語１ 

3. ケベックの公用語はフランス語２ 

4. フランコフォニーとフランコフォニー国際機関１ 

5. フランコフォニーとフランコフォニー国際機関２ 

6. フランスのアラブ系 2 世とブール文化１ 

7. フランスのアラブ系 2 世とブール文化２ 

8. 『タンタンの冒険』をめぐって１ 

9. 『タンタンの冒険』をめぐって２ 

10. フランス映画が描くフランス領インドシナの終焉１ 

11. フランス映画が描くフランス領インドシナの終焉２ 

12. ケベックのサーカス文化１ 

13. ケベックのサーカス文化２ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読テキストの予習が不可欠。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Yuko Yamade. 2016.  Sociétés et cultures francophones . 駿河台出版社 (ISBN:9784411013514) 

プリント 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

2. 『仏検公式問題集 ３級』、駿河台出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・フランス語教育振興協会 http://apefdapf.org/ 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM754 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語スタンダード４ 

(Intermediate French 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
杉原 賢彦(SUGIHARA KATSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「スタンダード２」に引き続き，仏検３～準２級受験対策とテキストの読解を通じて，フランス語圏の歴史や文化についての理解を

深める。 

 

Following “Intermediate 2,” students deepen their understanding of history and culture in the French-speaking sphere through 

reading and preparation for level 3 to pre-level 2 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au Français 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，これまで学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。 

週１回。原則として，日本人教員が担当する。授業は二部構成で，毎回前半は仏検３～準２級の過去問を解き，教員が解説をす

る。後半はフランス語圏の社会に関するテキストを講読する。 

 

The themes in this course reinforce the vocabulary, expressions, and grammar items learned during the first year while students 

further develop their ability to use French. This course is held once a week by a native Japanese professor and consists of two 

parts;  in the first half, students solve questions from past versions of levels 4 to 3 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au 

Français. In the second half, students read texts about society in the French-speaking sphere. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ケベックの公用語はフランス語１ 

3. ケベックの公用語はフランス語２ 

4. フランコフォニーとフランコフォニー国際機関１ 

5. フランコフォニーとフランコフォニー国際機関２ 

6. フランスのアラブ系 2 世とブール文化１ 

7. フランスのアラブ系 2 世とブール文化２ 

8. 『タンタンの冒険』をめぐって１ 

9. 『タンタンの冒険』をめぐって２ 

10. フランス映画が描くフランス領インドシナの終焉１ 

11. フランス映画が描くフランス領インドシナの終焉２ 

12. ケベックのサーカス文化１ 

13. ケベックのサーカス文化２ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読テキストの予習が不可欠。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Yuko Yamade. 2016.  Sociétés et cultures francophones . 駿河台出版社 (ISBN:9784411013514) 

プリント 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

2. 『仏検公式問題集 ３級』、駿河台出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・フランス語教育振興協会 http://apefdapf.org/ 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM759 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語入門 

(Beginner's French) 

担当者名 

（Instructor） 
関 未玲(SEKI MIREI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の発音や初級文法などを学ぶ。発音の基本，綴り字と発音の関係，文法や基本的な語彙・表現などを中心に，フラン

ス語の輪郭をつかむ。 

 

Learn French pronunciation and basic grammar. Students come to grasp the outline of French, focusing on the basics of 

pronunciation, the relationship between spelling and pronunciation, grammar and basic vocabulary and expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。文法理解の他，音源を聞く，テキストを音

読する，例文や動詞の活用を暗記する，ペアになって会話の練習をする，練習問題を解く，といったさまざまな作業を行う。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. In addition to 

understanding grammar, students perform various types of work such as listening to voice recordings, reading texts out loud, 

memorizing the usage of example sentences and verbs, practicing conversations in pairs and solving practice problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発音とあいさつ 

2. 動詞 être の活用 

3. 自己紹介する 

4. 動詞 avoirの活用 

5. 持ち物をいう 

6. 規則動詞の活用と疑問文 

7. 情報を得る 

8. 形容詞・所有形容詞 

9. 家族を紹介する 

10. 近い未来・近い過去のことを語る 

11. 部分冠詞・中性代名詞 

12. 食事をする 

13. 代名動詞・非人称構文 

14. 日課をいう・時刻や天候をいう 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

語学は積み重ねなので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

ポケット辞書以外の紙媒体の辞書を必ず用意。『ディコ仏和辞典』，『プログレッシブ仏和辞典』など 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「基礎フランス語入門」を修得済でないと「基礎フランス語初級」に進めない。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM760 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語入門 

(Beginner's French) 

担当者名 

（Instructor） 
江澤 健一郎(EZAWA KENICHIROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の発音や初級文法などを学ぶ。発音の基本，綴り字と発音の関係，文法や基本的な語彙・表現などを中心に，フラン

ス語の輪郭をつかむ。 

 

Learn French pronunciation and basic grammar. Students come to grasp the outline of French, focusing on the basics of 

pronunciation, the relationship between spelling and pronunciation, grammar and basic vocabulary and expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。文法理解の他，音源を聞く，テキストを音

読する，例文や動詞の活用を暗記する，ペアになって会話の練習をする，練習問題を解く，といったさまざまな作業を行う。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. In addition to 

understanding grammar, students perform various types of work such as listening to voice recordings, reading texts out loud, 

memorizing the usage of example sentences and verbs, practicing conversations in pairs and solving practice problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発音とあいさつ 

2. 動詞 être の活用 

3. 自己紹介する 

4. 動詞 avoirの活用 

5. 持ち物をいう 

6. 規則動詞の活用と疑問文 

7. 情報を得る 

8. 形容詞・所有形容詞 

9. 家族を紹介する 

10. 近い未来・近い過去のことを語る 

11. 部分冠詞・中性代名詞 

12. 食事をする 

13. 代名動詞・非人称構文 

14. 日課をいう・時刻や天候をいう 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

語学は積み重ねなので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

ポケット辞書以外の紙媒体の辞書を必ず用意。『ディコ仏和辞典』，『プログレッシブ仏和辞典』など 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「基礎フランス語入門」を修得済でないと「基礎フランス語初級」に進めない。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM761 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語入門 

(Beginner's French) 

担当者名 

（Instructor） 
大坪 裕幸(OHTUBO HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の発音や初級文法などを学ぶ。発音の基本，綴り字と発音の関係，文法や基本的な語彙・表現などを中心に，フラン

ス語の輪郭をつかむ。 

 

Learn French pronunciation and basic grammar. Students come to grasp the outline of French, focusing on the basics of 

pronunciation, the relationship between spelling and pronunciation, grammar and basic vocabulary and expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。文法理解の他，音源を聞く，テキストを音

読する，例文や動詞の活用を暗記する，ペアになって会話の練習をする，練習問題を解く，といったさまざまな作業を行う。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. In addition to 

understanding grammar, students perform various types of work such as listening to voice recordings, reading texts out loud, 

memorizing the usage of example sentences and verbs, practicing conversations in pairs and solving practice problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発音とあいさつ 

2. 動詞 être の活用 

3. 自己紹介する 

4. 動詞 avoirの活用 

5. 持ち物をいう 

6. 規則動詞の活用と疑問文 

7. 情報を得る 

8. 形容詞・所有形容詞 

9. 家族を紹介する 

10. 近い未来・近い過去のことを語る 

11. 部分冠詞・中性代名詞 

12. 食事をする 

13. 代名動詞・非人称構文 

14. 日課をいう・時刻や天候をいう 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

語学は積み重ねなので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

ポケット辞書以外の紙媒体の辞書を必ず用意。『ディコ仏和辞典』，『プログレッシブ仏和辞典』など 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「基礎フランス語入門」を修得済でないと「基礎フランス語初級」に進めない。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM762 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語入門 

(Beginner's French) 

担当者名 

（Instructor） 
江島 宏隆(ESHIMA HIROTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の発音や初級文法などを学ぶ。発音の基本，綴り字と発音の関係，文法や基本的な語彙・表現などを中心に，フラン

ス語の輪郭をつかむ。 

 

Learn French pronunciation and basic grammar. Students come to grasp the outline of French, focusing on the basics of 

pronunciation, the relationship between spelling and pronunciation, grammar and basic vocabulary and expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。文法理解の他，音源を聞く，テキストを音

読する，例文や動詞の活用を暗記する，ペアになって会話の練習をする，練習問題を解く，といったさまざまな作業を行う。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. In addition to 

understanding grammar, students perform various types of work such as listening to voice recordings, reading texts out loud, 

memorizing the usage of example sentences and verbs, practicing conversations in pairs and solving practice problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発音とあいさつ 

2. 動詞 être の活用 

3. 自己紹介する 

4. 動詞 avoirの活用 

5. 持ち物をいう 

6. 規則動詞の活用と疑問文 

7. 情報を得る 

8. 形容詞・所有形容詞 

9. 家族を紹介する 

10. 近い未来・近い過去のことを語る 

11. 部分冠詞・中性代名詞 

12. 食事をする 

13. 代名動詞・非人称構文 

14. 日課をいう・時刻や天候をいう 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

語学は積み重ねなので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

ポケット辞書以外の紙媒体の辞書を必ず用意。『ディコ仏和辞典』，『プログレッシブ仏和辞典』など 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「基礎フランス語入門」を修得済でないと「基礎フランス語初級」に進めない。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM763 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語入門 

(Beginner's French) 

担当者名 

（Instructor） 
大坪 裕幸(OHTUBO HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の発音や初級文法などを学ぶ。発音の基本，綴り字と発音の関係，文法や基本的な語彙・表現などを中心に，フラン

ス語の輪郭をつかむ。 

 

Learn French pronunciation and basic grammar. Students come to grasp the outline of French, focusing on the basics of 

pronunciation, the relationship between spelling and pronunciation, grammar and basic vocabulary and expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。文法理解の他，音源を聞く，テキストを音

読する，例文や動詞の活用を暗記する，ペアになって会話の練習をする，練習問題を解く，といったさまざまな作業を行う。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. In addition to 

understanding grammar, students perform various types of work such as listening to voice recordings, reading texts out loud, 

memorizing the usage of example sentences and verbs, practicing conversations in pairs and solving practice problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発音とあいさつ 

2. 動詞 être の活用 

3. 自己紹介する 

4. 動詞 avoirの活用 

5. 持ち物をいう 

6. 規則動詞の活用と疑問文 

7. 情報を得る 

8. 形容詞・所有形容詞 

9. 家族を紹介する 

10. 近い未来・近い過去のことを語る 

11. 部分冠詞・中性代名詞 

12. 食事をする 

13. 代名動詞・非人称構文 

14. 日課をいう・時刻や天候をいう 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

語学は積み重ねなので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

ポケット辞書以外の紙媒体の辞書を必ず用意。『ディコ仏和辞典』，『プログレッシブ仏和辞典』など 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「基礎フランス語入門」を修得済でないと「基礎フランス語初級」に進めない。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM764 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語入門 

(Beginner's French) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の発音や初級文法などを学ぶ。発音の基本，綴り字と発音の関係，文法や基本的な語彙・表現などを中心に，フラン

ス語の輪郭をつかむ。 

 

Learn French pronunciation and basic grammar. Students come to grasp the outline of French, focusing on the basics of 

pronunciation, the relationship between spelling and pronunciation, grammar and basic vocabulary and expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。文法理解の他，音源を聞く，テキストを音

読する，例文や動詞の活用を暗記する，ペアになって会話の練習をする，練習問題を解く，といったさまざまな作業を行う。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. In addition to 

understanding grammar, students perform various types of work such as listening to voice recordings, reading texts out loud, 

memorizing the usage of example sentences and verbs, practicing conversations in pairs and solving practice problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発音とあいさつ 

2. 動詞 être の活用 

3. 自己紹介する 

4. 動詞 avoirの活用 

5. 持ち物をいう 

6. 規則動詞の活用と疑問文 

7. 情報を得る 

8. 形容詞・所有形容詞 

9. 家族を紹介する 

10. 近い未来・近い過去のことを語る 

11. 部分冠詞・中性代名詞 

12. 食事をする 

13. 代名動詞・非人称構文 

14. 日課をいう・時刻や天候をいう 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

語学は積み重ねなので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

ポケット辞書以外の紙媒体の辞書を必ず用意。『ディコ仏和辞典』，『プログレッシブ仏和辞典』など 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「基礎フランス語入門」を修得済でないと「基礎フランス語初級」に進めない。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM765 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語初級 

(Elementary French) 

担当者名 

（Instructor） 
関 未玲(SEKI MIREI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎フランス語入門」で学習した内容を定着させるとともに，初級文法をさらに詳しく学習し，「聞く・話す・読む・書く」能力をバラ

ンスよく身につける。 

 

In addition to solidifying what they learned in “Beginner's French,” students learn more about basic grammar and learn balanced 

“listening, speaking, reading and writing” abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。「基礎フランス語入門」に引き続き，同様

の作業をやや複雑な言い回しに関して行う。同時に，テキストなどを通じて，フランス語圏の歴史や文化についての理解を深め

る。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. Following 

“Beginner's French,” students do similar work with slightly more complex expressions. At the same time, they deepen their 

understanding of history and culture in the French-speaking sphere through texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 目的語人称代名詞 

2. 人や物をいいかえる 

3. 直説法複合過去 

4. 出来事を語る 

5. 比較・最上級 

6. 人や物を比較したり，説明したりする 

7. 直説法単純未来 

8. 予定や将来のことを語る 

9. 直説法半過去 

10. 思い出を語る 

11. 条件法現在 

12. 仮定・願望を語る 

13. 接続法 

14. 感情や希望を表現する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

秋学期は内容がやや複雑になるので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

「基礎フランス語入門」に同じ。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM766 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語初級 

(Elementary French) 

担当者名 

（Instructor） 
江澤 健一郎(EZAWA KENICHIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎フランス語入門」で学習した内容を定着させるとともに，初級文法をさらに詳しく学習し，「聞く・話す・読む・書く」能力をバラ

ンスよく身につける。 

 

In addition to solidifying what they learned in “Beginner's French,” students learn more about basic grammar and learn balanced 

“listening, speaking, reading and writing” abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。「基礎フランス語入門」に引き続き，同様

の作業をやや複雑な言い回しに関して行う。同時に，テキストなどを通じて，フランス語圏の歴史や文化についての理解を深め

る。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. Following 

“Beginner's French,” students do similar work with slightly more complex expressions. At the same time, they deepen their 

understanding of history and culture in the French-speaking sphere through texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 目的語人称代名詞 

2. 人や物をいいかえる 

3. 直説法複合過去 

4. 出来事を語る 

5. 比較・最上級 

6. 人や物を比較したり，説明したりする 

7. 直説法単純未来 

8. 予定や将来のことを語る 

9. 直説法半過去 

10. 思い出を語る 

11. 条件法現在 

12. 仮定・願望を語る 

13. 接続法 

14. 感情や希望を表現する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

秋学期は内容がやや複雑になるので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

「基礎フランス語入門」に同じ。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 247 - 

■FM767 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語初級 

(Elementary French) 

担当者名 

（Instructor） 
大坪 裕幸(OHTUBO HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎フランス語入門」で学習した内容を定着させるとともに，初級文法をさらに詳しく学習し，「聞く・話す・読む・書く」能力をバラ

ンスよく身につける。 

 

In addition to solidifying what they learned in “Beginner's French,” students learn more about basic grammar and learn balanced 

“listening, speaking, reading and writing” abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。「基礎フランス語入門」に引き続き，同様

の作業をやや複雑な言い回しに関して行う。同時に，テキストなどを通じて，フランス語圏の歴史や文化についての理解を深め

る。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. Following 

“Beginner's French,” students do similar work with slightly more complex expressions. At the same time, they deepen their 

understanding of history and culture in the French-speaking sphere through texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 目的語人称代名詞 

2. 人や物をいいかえる 

3. 直説法複合過去 

4. 出来事を語る 

5. 比較・最上級 

6. 人や物を比較したり，説明したりする 

7. 直説法単純未来 

8. 予定や将来のことを語る 

9. 直説法半過去 

10. 思い出を語る 

11. 条件法現在 

12. 仮定・願望を語る 

13. 接続法 

14. 感情や希望を表現する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

秋学期は内容がやや複雑になるので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

「基礎フランス語入門」に同じ。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM768 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語初級 

(Elementary French) 

担当者名 

（Instructor） 
江島 宏隆(ESHIMA HIROTAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎フランス語入門」で学習した内容を定着させるとともに，初級文法をさらに詳しく学習し，「聞く・話す・読む・書く」能力をバラ

ンスよく身につける。 

 

In addition to solidifying what they learned in “Beginner's French,” students learn more about basic grammar and learn balanced 

“listening, speaking, reading and writing” abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。「基礎フランス語入門」に引き続き，同様

の作業をやや複雑な言い回しに関して行う。同時に，テキストなどを通じて，フランス語圏の歴史や文化についての理解を深め

る。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. Following 

“Beginner's French,” students do similar work with slightly more complex expressions. At the same time, they deepen their 

understanding of history and culture in the French-speaking sphere through texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 目的語人称代名詞 

2. 人や物をいいかえる 

3. 直説法複合過去 

4. 出来事を語る 

5. 比較・最上級 

6. 人や物を比較したり，説明したりする 

7. 直説法単純未来 

8. 予定や将来のことを語る 

9. 直説法半過去 

10. 思い出を語る 

11. 条件法現在 

12. 仮定・願望を語る 

13. 接続法 

14. 感情や希望を表現する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

秋学期は内容がやや複雑になるので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

「基礎フランス語入門」に同じ。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM769 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語初級 

(Elementary French) 

担当者名 

（Instructor） 
大坪 裕幸(OHTUBO HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎フランス語入門」で学習した内容を定着させるとともに，初級文法をさらに詳しく学習し，「聞く・話す・読む・書く」能力をバラ

ンスよく身につける。 

 

In addition to solidifying what they learned in “Beginner's French,” students learn more about basic grammar and learn balanced 

“listening, speaking, reading and writing” abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。「基礎フランス語入門」に引き続き，同様

の作業をやや複雑な言い回しに関して行う。同時に，テキストなどを通じて，フランス語圏の歴史や文化についての理解を深め

る。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. Following 

“Beginner's French,” students do similar work with slightly more complex expressions. At the same time, they deepen their 

understanding of history and culture in the French-speaking sphere through texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 目的語人称代名詞 

2. 人や物をいいかえる 

3. 直説法複合過去 

4. 出来事を語る 

5. 比較・最上級 

6. 人や物を比較したり，説明したりする 

7. 直説法単純未来 

8. 予定や将来のことを語る 

9. 直説法半過去 

10. 思い出を語る 

11. 条件法現在 

12. 仮定・願望を語る 

13. 接続法 

14. 感情や希望を表現する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

秋学期は内容がやや複雑になるので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

「基礎フランス語入門」に同じ。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM770 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語初級 

(Elementary French) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎フランス語入門」で学習した内容を定着させるとともに，初級文法をさらに詳しく学習し，「聞く・話す・読む・書く」能力をバラ

ンスよく身につける。 

 

In addition to solidifying what they learned in “Beginner's French,” students learn more about basic grammar and learn balanced 

“listening, speaking, reading and writing” abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。「基礎フランス語入門」に引き続き，同様

の作業をやや複雑な言い回しに関して行う。同時に，テキストなどを通じて，フランス語圏の歴史や文化についての理解を深め

る。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. Following 

“Beginner's French,” students do similar work with slightly more complex expressions. At the same time, they deepen their 

understanding of history and culture in the French-speaking sphere through texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 目的語人称代名詞 

2. 人や物をいいかえる 

3. 直説法複合過去 

4. 出来事を語る 

5. 比較・最上級 

6. 人や物を比較したり，説明したりする 

7. 直説法単純未来 

8. 予定や将来のことを語る 

9. 直説法半過去 

10. 思い出を語る 

11. 条件法現在 

12. 仮定・願望を語る 

13. 接続法 

14. 感情や希望を表現する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

秋学期は内容がやや複雑になるので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

「基礎フランス語入門」に同じ。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM771 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語コミュニケーション１ 

(Advanced French Communication 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ブルジュワ，Ｒ．(BOURGEOIS,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Préparation à l'entretien du Futsuken 2 kyû et aux épreuves orales du Delf B1.  Renforcement de la compréhension orale et de 

la production orale.   

 

Preparation for the Futsuken 2 kyû interview and the Delf B1 oral exams.  Strengthening oral comprehension and speech 

production.   

 

授業の内容（Course Contents） 

Révision des acquis grammaticaux par l'intermédiaire de conversations autour de thèmes abordés dans les documents distribués 

en classe. 

 

Grammar revision via conversations around classroom topics covered in written texts.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Présentation et usages 

 Pronom relatif  

2. La maison et le quartier  

Pronom relatif (suite)  

3. La maison et le quartier  

Pronom relatif (suite) et "aller/venir" (rappel)  

4. Test oral  

5. La famille  

Pronom complément d'objet direct et indirect  

6. L'enfance, les souvenirs 

 L'imparfait  

7. Le quotidien et les événements du passé  

L'imparfait, le passé composé et le passé récent  

8. Test oral 

9. L'apparence physique 

 Comparatif et superlatif  

10. Le caractère 

 Comparatif et superlatif  

11. Test oral  

12. L'emploi du temps  

"déjà", "pas encore", "jamais", "ne...que", "ne...plus"  

13. Les projets 

 Futur proche, futur simple, "avoir l'intention de"  

14. Test oral  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Les élèves doivent impérativement lire et préparer la leçon avant de venir en cours.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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随時実施する小テスト(50%)/授業参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントなど 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Un feed-back sera effectué au cours de la séance suivante.  

 

注意事項（Notice） 
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■FM772 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語コミュニケーション２ 

(Advanced French Communication 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
リボー，Ｃ．(RIVEAU,CEDRIC) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Préparation à l'entretien du Futsuken 2 kyû et aux épreuves orales du Delf B1. Renforcement de la compréhension orale et de 

la production orale.   

 

Preparation for the Futsuken 2 kyû interview and the Delf B1 oral exams. Strengthening oral comprehension and speech 

production.   

 

授業の内容（Course Contents） 

Révision et renforcement des acquis grammaticaux. Conversation autour des thèmes abordés dans les documents distribués en 

classe.   

 

Grammar revision and strengthening. Conversation around classroom topics covered in written texts.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Présentation  

Les loisirs - le conditionnel présent  

2. La santé  

 Le conditionnel présent   

3. Test oral 

4. Les vacances, le tourisme, les voyages  

Le subjonctif présent  

5. Les vacances, le tourisme, les voyages 

 Le subjonctif présent  

6. Test oral 

7. La vie en société et les coutumes 

 Les formes impersonnelles et l'impératif   

8. La vie en société et les coutumes  

Les formes impersonnelles et l'impératif  

9. Test oral 

10. Débats et opinions   

Donner son opinion ("Je pense que", "je crois que" etc.)  

11. Débats et opinions   

Approuver ou contester une opinion ("Je suis d'accord", "Je ne suis pas d'accord")  

12. Test oral 

13. Les informations  

Rapporter et commenter une information - le discours indirect  

14. Test oral 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Les élèves doivent impérativement lire et préparer la leçon avant de venir en cours.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

随時実施する小テスト(50%)/授業参加度(50%) 
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テキスト（Textbooks） 

プリントなど 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Un feed-back sera effectué au cours de la séance suivante.  

 

注意事項（Notice） 
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■FM773 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語ライティング１      

(Advanced French Writing 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ブルジュワ，Ｒ．(BOURGEOIS,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Amélioration de la production écrite. Préparation aux épreuves écrites du Futsuken 2 kyû et du Delf B1.  

 

Building written production language skills. Preparation for the Futsuken 2 kyû and Delf B1 written exams.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Exercices de grammaire 

Rédactions  

 

Grammar exercises 

Writing assignments  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Présentation 

2. Ecrire un petit mail 

Exercices: la négation et l'interrogation  

3. Ecrire une lettre à un ami 

Exercices: l'article  

4. Test écrit  

5. Ecrire un courriel important 

Exercices: il y a/c'est/il est/  

6. Ecrire un scénario 

Exercices: les adjectifs et les pronoms indéfinis  

7. Test écrit 

8. Ecrire au style direct et indirect 

Exercices: le discours indirect au présent et au passé  

9. Ecrire un résumé 

Exercices: les pronoms adverbiaux “en”et “y”  

10. Test écrit  

11. Donner son opinion 

Exercices: l'expression de la quantité  

12. Présenter des données 

Exercices: Le comparatif  

13. Test écrit 

14. Ecrire un petit article 

Exercices: le superlatif  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Préparer les exercices 

Lire la leçon  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

随時実施する小テスト(50%)/授業参加度(50%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. Jean-Luc Azra. 2013. Ecrire en français. ALMA Editeur (ISBN:978-4-905343-09-7) 

プリントなど。 

 

参考文献（Readings） 

 http://www.lepointdufle.net/productionecrite.htm  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・Un feed-back sera effectué au cours de la séance suivante. 

・Le présent cours est destiné à des étudiants ayant déjà acquis des compétences en français au moins équivalentes à celles du 

niveau 3 du Futsuken, et qui désirent les développer.  

・Les étudiants effectuent des activités en groupe. 

・La langue d’enseignement est le français.  

 

注意事項（Notice） 
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■FM774 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語ライティング２ 

(Advanced French Writing 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ブルジュワ，Ｒ．(BOURGEOIS,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Amélioration de la production écrite.  

Préparation aux épreuves écrites du Futsuken 2 kyû et du Delf B1.  

 

Building written production language skills. Preparation for the Futsuken 2 kyû and Delf B1 written exams.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Exercices de grammaire 

Rédactions  

 

Grammar exercises 

Writing assignments  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Présentation 

Exercices: l'interrogation  

2. Ecrire son c.v. 

Exercices: la négation  

3. Ecrire une lettre de candidature 

Exercices: le gérondif et le passif  

4. Test écrit  

5. Argumenter 

Exercices: les prépositions et les verbes de déplacement  

6. Argumenter 2 

Exercices: les relations logiques 

7. Test écrit 

8. Argumenter 3 

Exercices: les prépositions (2)  

9. Argumenter 4 

Exercices: le plus-que-parfait et les périphrases verbales  

10. Test écrit 

11. écrire une petite synthèse 

Exercices: Les hypothèses  

12. Ecrire une lettre de motivation 

Exercices: le subjonctif (1)  

13. Test écrit 

Exercices: le subjonctif (2)  

14. Conseils méthodologiques dans la perspective d'un apprentissage autonome de la langue française.  

Exercices: le subjonctif (3)  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Préparer les exercices 

Lire la leçon 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

随時実施する小テスト(50%)/授業参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jean-Luc Azra. 2013. Ecrire en français. ALMA Editeur (ISBN:978-4-905343-09-7) 

プリントなど。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・Un feed-back sera effectué au cours de la séance suivante. 

・Le présent cours est destiné à des étudiants ayant déjà acquis des compétences en français au moins équivalentes à celles du 

niveau 3 du Futsuken, et qui désirent les développer.  

・Les étudiants effectuent des activités en groupe. 

・La langue d’enseignement est le français.  

 

注意事項（Notice） 
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■FM775 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語リスニング・リーディング１ 

(Advanced French Listening & Reading 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
平賀 裕貴(HIRAGA HIROTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ラジオ録音を教材に用い，時事問題の聞き取りと読解能力の向上を図る。 

仏検準 1 級レベルのリスニング・リーディング能力を身につけることを目指す。 

 

Using radio recordings as course materials, increase your listening comprehension and reading comprehension abilities for 

current issues. 

This course aims for students to develop listening and reading skills for level pre-1 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au 

Français. 

 

授業の内容（Course Contents） 

最新（2019 年）のさまざまな時事問題（政治，経済，文化など）を取り上げたフランスのラジオ局 France Info の番組の CD と音声

転写教材を主に使用し，ナチュラルスピードのフランス語を聞き取り，理解できるようにする。 

授業前半は CD の反復聞き取りを行い，キーワードを拾いながら番組の概要と論旨の展開を全体で把握する。授業後半は，辞

書を使って CD の転写教材の読解を行い，文法・語彙などの補足解説，関連情報の参照を行いながら，授業前半で聞き取った内

容をさらに深く理解する。 

 

Using mainly CDs and audio transcriptions of radio programming from the French radio station “France Info” dealing with a 

variety of current (2019) topics (politics, economy, culture etc.), students listen to and understand French spoken at a natural 

speed. 

In the first half of the class, students repeatedly listen to the CDs, picking up keywords so that they can understand the overall 

program outline and the development of the point of arguments. In the latter half of the class, students read the CD transcripts 

using a dictionary and deepen their understanding of what they heard during the first half of the class while looking up 

supplementary explanations on grammar and vocabulary and related information. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

以下，例として教科書の章のタイトルを順に挙げるが，予習なしにリスニングを行うので，どの章を学ぶかは授業当日に発

表する。 

2. La réforme des retraites（1） 

3. La réforme des retraites（2） 

4. Le Brexit et les entreprises françaises（1） 

5. Le Brexit et les entreprises françaises（2） 

6. La taxe GAFA（1） 

7. La taxe GAFA（2） 

8. Tokyo, ville sûre 

9. Rentrée scolaire et transports 

10. Bordeaux attire les cadres 

11. Le service national universel 

12. Troubles de voisinage à la campagne 

13. Les forêts d’Amazonie 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習範囲や課題は，各授業の終わりに指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度(60%)/最終テストを含む各種テストや提出物(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. Michel Sagaz,. 2019. La radio à lire - le monde qui nous z'entoure, NO.21 / 2019. 欧明社 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・辞書を毎回持参すること。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検３級相当以上のフランス語運用能力を既に有し、それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM776 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語リスニング・リーディング２ 

(Advanced French Listening & Reading 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
平賀 裕貴(HIRAGA HIROTAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ラジオ録音を教材に用い，時事問題の聞き取りと読解能力の向上を図る。 

仏検準 1 級レベルのリスニング・リーディング能力を身につけることを目指す。 

 

Using radio recordings as course materials, increase your listening comprehension and reading comprehension abilities for 

current issues. 

This course aims for students to develop listening and reading skills for level pre-1 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au 

Français. 

 

授業の内容（Course Contents） 

最新（2020 年）のさまざまな時事問題（政治，経済，文化など）を取り上げたフランスのラジオ局 France Info の番組の CD と音声

転写教材を主に使用し，ナチュラルスピードのフランス語を聞き取り，理解できるようにする。 

授業前半は CD の反復聞き取りを行い，キーワードを拾いながら番組の概要と論旨の展開を全体で把握する。授業後半は，辞

書を使って CD の転写教材の読解を行い，文法・語彙などの補足解説，関連情報の参照を行いながら，授業前半で聞き取った内

容をさらに深く理解する。 

 

Using mainly CDs and audio transcriptions of radio programming from the French radio station “France Info” dealing with a 

variety of current (2020) topics (politics, economy, culture etc.), students listen to and understand French spoken at a natural 

speed. 

In the first half of the class, students repeatedly listen to the CDs, picking up keywords so that they can understand the overall 

program outline and the development of the point of arguments. In the latter half of the class, students read the CD transcripts 

using a dictionary and deepen their understanding of what they heard during the first half of the class while looking up 

supplementary explanations on grammar and vocabulary and related information. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

以下，例として過去（2019 年）に用いた教科書の章のタイトルを順に挙げる（秋学期に使用するテキストはシラバス執筆時

点でまだ出版されていないため）。予習なしにリスニングを行うので，どの章を学ぶかは授業当日に発表する。 

2.  Les orgues de Notre-Dame de Paris (1) 

3.  Les orgues de Notre-Dame de Paris (2) 

4. Les Gilets jaunes（１） 

5. Les Gilets jaunes（２） 

6. La fin des paiements enespèces?（１） 

7. La fin des paiements enespèces?（２） 

8. Louer ses meubles（1） 

9. Louer ses meubles（2） 

10. Manger sainement （1） 

11. Manger sainement （2） 

12. Golf : Tiger Woods 

13. Les kokedamas 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習範囲や課題は，各授業の終わりに指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度(60%)/最終テストを含む各種テストや提出物(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. Michel Sagaz,. 2020. La radio à lire - le monde qui nous z'entoure, NO.22 / 2020. 欧明社 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・辞書を毎回持参すること。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検３級相当以上のフランス語運用能力を既に有し、それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM777 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語演習１ 

(Advanced French 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 秀房(KUROKI HIDEFUSA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語で書かれた文章を理解するための読解力を中心に、仏検準 2 級から 2 級レベルの総合的なフランス語力を身につけ

る。 

 

The objective of this course is for students to acquire French application skills equivalent to level pre-2 to level 2 of the 

Diplôme d'Aptitude Pratique au Français. 

 

授業の内容（Course Contents） 

これまでに習得した文法事項を復習しながら、文化、社会、教育、生活など、さまざまな主題について書かれたテキストを読解し

ていきます。背景となることがらについても説明し、テキスト読解に欠かせないフランス文化・社会に関する幅広い教養を身につ

けてもらいます。読解を中心にすすめていきますが、あわせてリスニングや音読もおこない、総合的なフランス語力の養成をめざ

します。 

 

In this course, students will review the grammar learned so far and be able to read and understand sentences written on a 

variety of subjects. This course aims to help students acquire comprehensive French skills through listening and reading aloud. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 読解 1 

3. 読解 2 

4. 読解 3 

5. 読解 4 

6. 読解 5 

7. 読解 6 

8. 読解 7 

9. 読解 8 

10. 読解 9 

11. 読解 10 

12. 読解 11 

13. 読解 12 

14. テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

当然のことながら、毎回の予習と復習が欠かせません。授業内では、重要な文法事項の復習、読解のポイント、発音、テキストの

背景となることがらに関する説明ののち、練習問題の答え合わせと解説をおこないます。したがって、授業前に教科書の問題を

解いておいてもらうことはもちろんのこと、わからない単語なども調べておいてもらういます。なお、既習の文法事項について不安

がある場合は、各自おさらいをしておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業態度(50%)/テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Liliane LATTANZIO、澤田直、2017、『ヴレマン？ 文法を深めながら発見するフランス 14 章 』、三修社 (ISBN:978-4-384-

23209-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 268 - 

習熟度の確認のために、小テストをおこなうことがある。また、教科書とはべつに課題を出すことがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM778 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語演習２ 

(Advanced French 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
平賀 裕貴(HIRAGA HIROTAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまなテクストを精読し、今までに獲得したフランス語運用能力をさらに向上させ、仏検 2 級から準 1 級レベルのフランス語運

用能力の獲得を目指す。 

 

The objective of this course is for students to acquire French application skills equivalent to level 2 to level pre-1 of the 

Diplôme d’Aptitude Pratique au Français while studying developmental learning methods through intensive reading of various 

texts.  

 

授業の内容（Course Contents） 

仏検 2 級および準 1 級の過去問を用いて語彙や文法事項を確認し、仏検対策をおこなう。また、仏検 2 級および準 1 級と同程

度の難易度の文章（小説、エッセイ、評論、新聞・雑誌記事等）を読み、フランス社会やフランス文化を理解するために必要な知

識を得る。 

 

Students carefully read various texts with a high level of difficulty (novels, essays, newspapers, magazine articles, etc.) while 

organizing grammar and vocabulary in preparation for level 2 to level pre-1 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au Français. Also, 

by learning the context of the text they are dealing with, students are expected to obtain extensive knowledge of French 

culture and society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業計画・方針確認 

2. 仏検 2 級問題演習および講読 

3. 仏検 2 級問題演習および講読 

4. 仏検 2 級問題演習および講読 

5. 仏検 2 級問題演習および講読 

6. 仏検 2 級問題演習および講読 

7. 仏検 2 級問題演習および講読 

8. 仏検準 1 級問題演習および講読 

9. 仏検準 1 級問題演習および講読 

10. 仏検準 1 級問題演習および講読 

11. 仏検準 1 級問題演習および講読 

12. 仏検準 1 級問題演習および講読 

13. 仏検準 1 級問題演習および講読 

14. 授業まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱う文章を事前に読み、訳文を用意し、文法事項について確認しておくこと。授業で指名された際に訳文を発表し、文法事

項に関する質問に答えられるようにしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・辞書を毎回持参すること。 
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・授業時に前回授業のフィードバックをおこなう。 

・レベル：仏検３級相当以上のフランス語運用能力を既に有し、それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に日本語でおこなう。  

 

注意事項（Notice） 
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■FM799 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

言語情報処理論（フランス語） 

(Information processing and language(French)) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 文也(ISHIKAWA FUMIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コンピュータを使用して仏文文書を作成し，さらにインターネットを利用してフランス語圏に関わる情報を検索できる技能を身につ

ける。 

 

In this course, students learn the skills to use computers to create documents in French and search for information related to 

the French-speaking sphere using the Internet. 

 

授業の内容（Course Contents） 

マイクロソフト社の文書作成アプリケーション・ソフトを使って仏文特殊文字の入力を練習する。またインターネットを使ってフラン

ス語圏のウェブ・サイトの情報へアクセスし，必要な情報を入手する訓練をおこなう。フランス語圏で配信されているヴィディオ・ク

リップを実習の題材として取り上げ，履修者を割り振ったいくつかのグループごとにその分析作業を進め，その成果を報告する。 

 

Students learn to use Microsoft document creation application software to practice entering special characters from the French 

language. Students also practice using the Internet to access websites in the French-speaking sphere and obtain necessary 

information. Video clips broadcast in the French-speaking sphere are used as the subject of practice, and students conduct 

analysis work in assigned groups and report the results. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション ：カリキュラム上の位置付け・講義内容の説明 

2. 仏文文書の作成：特殊文字の入力方法 

3. インターネットによる情報検索の基礎 

4. 実習の題材の紹介，グループ分け 

5. グループごとの作業（１） 

6. グループごとの作業（２） 

7. グループごとの作業（３） 

8. グループごとの中間報告 

9. グループごとの作業（４） 

10. グループごとの作業（５） 

11. グループごとの作業（６） 

12. グループごとの最終報告（１） 

13. グループごとの最終報告（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の最後に次回のための準備学習を指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(60%)/中間報告(20%)/最終報告(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に配付するプリントあるいはメイルの添付ファイルなどによって随時紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に配付するプリントあるいはメイルの添付ファイルなどによって随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

やむを得ず休講となった場合，内容を繰り下げて補講日に補講をおこなうか，それに代わる課題を出す。 

学生の報告あるいは提出物について，口頭あるいは筆記によってコメントする。 

授業時に前回授業のフィードバックを行う。 
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注意事項（Notice） 
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■FM821 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語中級１ 

(Intermediate French 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

小倉 博行(OGURA HIROYUKI) 

マンジャン(MANGIN ALEXANDRE 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習した初級文法を定着させ，「聞く・話す・読む・書く」全般にわたる運用能力の養成を目指す。 

 

The objective of this course is for students to solidify the grammar they learned during the first year and to cultivate practical 

skills across the whole range of “listening, speaking, reading and writing.” 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，１年次に学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。 

週２回一括履修。原則として，フランス語を母語とする教員と日本人教員が，同一テキストを使用して連携をとりながら授業を進め

ていく。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned during the first year while students further 

develop their ability to use French. 

Classes are held twice a week. As a general rule, a teacher who is a native French speaker and a native Japanese teacher 

cooperate to advance the class while using the same textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 自己紹介する 

3. 日常生活 

4. 尋ねる 

5. 時間割 

6. 身体／健康 

7. 計画 

8. 家族 

9. 天候／時間 

10. 公共交通機関 

11. バカンス／観光 

12. 美食／料理 

13. 出来事を語る 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関未玲・A. Sabatier他、2014、『フランスの今』、駿河台出版社 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「中級１」は秋学期開講の「中級２」に引き継がれる。継続履修が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 
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・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に，ネイティヴによる授業はフランス語で，日本人による授業は日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM822 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語中級１ 

(Intermediate French 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

羽生 敦子(HANYU ATSUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習した初級文法を定着させ，「聞く・話す・読む・書く」全般にわたる運用能力の養成を目指す。 

 

The objective of this course is for students to solidify the grammar they learned during the first year and to cultivate practical 

skills across the whole range of “listening, speaking, reading and writing.” 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，１年次に学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。 

週２回一括履修。原則として，フランス語を母語とする教員と日本人教員が，同一テキストを使用して連携をとりながら授業を進め

ていく。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned during the first year while students further 

develop their ability to use French. 

Classes are held twice a week. As a general rule, a teacher who is a native French speaker and a native Japanese teacher 

cooperate to advance the class while using the same textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 自己紹介する 

3. 日常生活 

4. 尋ねる 

5. 時間割 

6. 身体／健康 

7. 計画 

8. 家族 

9. 天候／時間 

10. 公共交通機関 

11. バカンス／観光 

12. 美食／料理 

13. 出来事を語る 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関未玲・A. Sabatier他、2014、『フランスの今』、駿河台出版社 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「中級１」は秋学期開講の「中級２」に引き継がれる。継続履修が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 
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・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に，ネイティヴによる授業はフランス語で，日本人による授業は日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM823 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語中級２ 

(Intermediate French 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

小倉 博行(OGURA HIROYUKI) 

マンジャン(MANGIN ALEXANDRE 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「中級１」に引き続き，中級フランス語の表現や語彙を学習しながら，より高度な実践的表現力とコミュニケーション能力の養成を

目指す。 

 

Following “Intermediate 1,” this class aims for students to develop more advanced expression and communication abilities while 

learning intermediate level French expressions and vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，これまで学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。ま

た，授業や教材をとおして，フランス語圏の歴史や文化などについての理解を深める。 

週２回一括履修。原則として，フランス語を母語とする教員と日本人教員が，同一テキストを使用して連携をとりながら授業を進め

ていく。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned up until now while students further develop 

their ability to use French. Students deepen their understanding of history and culture in the French-speaking sphere through 

lessons and course materials. 

Classes are held twice a week. As a general rule, a teacher who is a native French speaker and a native Japanese teacher 

cooperate to advance the class while using the same textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 都会と田舎 

3. 比較する 

4. スポーツ／勉強 

5. 方向 

6. 数量 

7. 食品 

8. 郵便局／銀行 

9. 文学／詩 

10. スペクタクル／ショー 

11. 衣服／モード／色 

12. メディア 

13. 説明する 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関未玲・A. Sabatier他、2014、『フランスの今』、駿河台出版社 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・「中級１」からの継続学習が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に，ネイティヴによる授業はフランス語で，日本人による授業は日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM824 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語中級２ 

(Intermediate French 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

羽生 敦子(HANYU ATSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「中級１」に引き続き，中級フランス語の表現や語彙を学習しながら，より高度な実践的表現力とコミュニケーション能力の養成を

目指す。 

 

Following “Intermediate 1,” this class aims for students to develop more advanced expression and communication abilities while 

learning intermediate level French expressions and vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，これまで学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。ま

た，授業や教材をとおして，フランス語圏の歴史や文化などについての理解を深める。 

週２回一括履修。原則として，フランス語を母語とする教員と日本人教員が，同一テキストを使用して連携をとりながら授業を進め

ていく。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned up until now while students further develop 

their ability to use French. Students deepen their understanding of history and culture in the French-speaking sphere through 

lessons and course materials. 

Classes are held twice a week. As a general rule, a teacher who is a native French speaker and a native Japanese teacher 

cooperate to advance the class while using the same textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 都会と田舎 

3. 比較する 

4. スポーツ／勉強 

5. 方向 

6. 数量 

7. 食品 

8. 郵便局／銀行 

9. 文学／詩 

10. スペクタクル／ショー 

11. 衣服／モード／色 

12. メディア 

13. 説明する 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関未玲・A. Sabatier他、2014、『フランスの今』、駿河台出版社 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・「中級１」からの継続学習が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に，ネイティヴによる授業はフランス語で，日本人による授業は日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 281 - 

■FM825 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語スタンダード１ 

(Intermediate French 1 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習した初級文法を定着させ，基礎的な口頭表現や聴解の訓練を行うと同時に，作文力の養成をはかる。 

 

In this course, students solidify the grammar learned during the first year and practice basic oral expressions and listening 

comprehension while developing their writing skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，１年次に学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。週

１回。原則として，フランス語を母語とする教員が担当する。下記のテキストを使用して，日常的なテーマで会話が行える能力を養

うと同時に，類似のテーマで簡単な作文の訓練を行う。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned during the first year while students further 

develop their ability to use French. Held once a week. As a general rule, this class is held by native French professor. Using the 

below text, students develop the ability to have conversations with everyday themes while practicing writing essays with similar 

themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. パン屋でのやりとり 

3. 郵便局でのやりとり 

4. 量についての様々な表現（１） 

5. 量についての様々な表現（２） 

6. 値段をたずねる 

7. 注文をする 

8. ホテルを予約をする 

9. 切符を買う 

10. 衣服を買う 

11. ためらう 

12. 電話予約をする（１） 

13. 電話予約をする（２） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Miquel,C. Communication progressive du français (Niveau débutant). CLE 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「スタンダード１」は秋学期開講の「スタンダード３」に引き継がれる。継続履修が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 
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・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主にフランス語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM826 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語スタンダード２ 

(Intermediate French 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 博行(OGURA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習した初級文法を定着させるとともに，仏検４～３級受験対策と，フランス語圏の歴史や文化に関するテキストの読解

訓練を行う。 

 

In addition to solidifying the grammar they learned during the first year, students practice with countermeasures for taking 

levels 4 to 3 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au Français and read texts related to history and culture in the French-

speaking sphere. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，１年次に学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。 

週１回。原則として，日本人教員が担当する。授業は二部構成で，毎回前半は仏検４～３級の過去問を解き，教員が解説をす

る。後半はフランス語圏の社会に関するテキストを講読する。 

 

The themes in this course reinforce the vocabulary, expressions, and grammar items learned during the first year while students 

further develop their ability to use French. This course is held once a week by a native Japanese professor and consists of two 

parts;  in the first half, students solve questions from past versions of levels 4 to 3 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au 

Français. In the second half, students read texts about society in the French-speaking sphere. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 条件法の復習 

3. 接続法の復習 

4. フランス語とヨーロッパのフランス語圏１ 

5. フランス語とヨーロッパのフランス語圏２ 

6. フランスの植民地と海外県及び海外準県１ 

7. フランスの植民地と海外県及び海外準県２ 

8. ケベックの歴史と独自性１ 

9. ケベックの歴史と独自性２ 

10. アメリカのフランコフォンとフランス語保護運動１ 

11. アメリカのフランコフォンとフランス語保護運動２ 

12. フランス領カリブ地域とハイチの独立１ 

13. フランス領カリブ地域とハイチの独立２ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読テキストの予習が不可欠。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Yuko Yamade. 2016.  Sociétés et cultures francophones . 駿河台出版社 (ISBN:9784411013514) 

プリント 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

2. 『仏検公式問題集 ４級』、駿河台出版社 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・フランス語教育振興協会 http://apefdapf.org/ 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM827 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語スタンダード３ 

(Intermediate French 3 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「スタンダード１」に引き続き，中級フランス語の表現や語彙を学習しながら，より高度なコミュニケーション能力の養成を目指す。 

 

Following “Intermediate 1,” this class aims for students to develop more advanced communication abilities while learning 

intermediate level French expressions and vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，これまで学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。ま

た，授業や教材をとおして，フランス語圏の歴史や文化などについての理解を深める。 

週１回。原則として，フランス語を母語とする教員が担当する。下記のテキストを使用して，日常的なテーマで会話が行える能力を

養うと同時に，類似のテーマで簡単な作文の訓練を行う。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned up until now while students further develop 

their ability to use French. Students deepen their understanding of history and culture in the French-speaking sphere through 

lessons and course materials. 

Held once a week. As a general rule, this class is held by native French professor. Using the below text, students develop the 

ability to have conversations with everyday themes while practicing writing essays with similar themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 情報を得る（１） 

3. 情報を得る（２） 

4. 情報を得る（３） 

5. 義務についてたずねる(１) 

6. 義務についてたずねる(２) 

7. 許可と禁止(１) 

8. 許可と禁止(２) 

9. 確認する（１） 

10. 確認する（２） 

11. 抗議する 

12. 予定について話す（１） 

13. 予定について話す（２） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Miquel,C. Communication progressive du français (Niveau débutant). CLE 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「スタンダード１」からの継続履修が望ましい。 
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・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主にフランス語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM828 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語スタンダード４ 

(Intermediate French 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 博行(OGURA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「スタンダード２」に引き続き，仏検３～準２級受験対策とテキストの読解を通じて，フランス語圏の歴史や文化についての理解を

深める。 

 

Following “Intermediate 2,” students deepen their understanding of history and culture in the French-speaking sphere through 

reading and preparation for level 3 to pre-level 2 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au Français 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，これまで学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。 

週１回。原則として，日本人教員が担当する。授業は二部構成で，毎回前半は仏検３～準２級の過去問を解き，教員が解説をす

る。後半はフランス語圏の社会に関するテキストを講読する。 

 

The themes in this course reinforce the vocabulary, expressions, and grammar items learned during the first year while students 

further develop their ability to use French. This course is held once a week by a native Japanese professor and consists of two 

parts;  in the first half, students solve questions from past versions of levels 4 to 3 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au 

Français. In the second half, students read texts about society in the French-speaking sphere. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ケベックの公用語はフランス語１ 

3. ケベックの公用語はフランス語２ 

4. フランコフォニーとフランコフォニー国際機関１ 

5. フランコフォニーとフランコフォニー国際機関２ 

6. フランスのアラブ系 2 世とブール文化１ 

7. フランスのアラブ系 2 世とブール文化２ 

8. 『タンタンの冒険』をめぐって１ 

9. 『タンタンの冒険』をめぐって２ 

10. フランス映画が描くフランス領インドシナの終焉１ 

11. フランス映画が描くフランス領インドシナの終焉２ 

12. ケベックのサーカス文化１ 

13. ケベックのサーカス文化２ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読テキストの予習が不可欠。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Yuko Yamade. 2016.  Sociétés et cultures francophones . 駿河台出版社 (ISBN:9784411013514) 

プリント 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

2. 『仏検公式問題集 ３級』、駿河台出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・フランス語教育振興協会 http://apefdapf.org/ 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 289 - 

■FM831 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語コミュニケーション１ 

(Advanced French Communication 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Préparation à l'entretien du Futsuken 2 kyû et aux épreuves orales du Delf B1.  Renforcement de la compréhension orale et de 

la production orale.   

 

Preparation for the Futsuken 2 kyû interview and the Delf B1 oral exams.  Strengthening oral comprehension and speech 

production.   

 

授業の内容（Course Contents） 

Révision des acquis grammaticaux par l'intermédiaire de conversations autour de thèmes abordés dans les documents distribués 

en classe. 

 

Grammar revision via conversations around classroom topics covered in written texts.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Présentation et usages 

 Pronom relatif  

2. La maison et le quartier  

Pronom relatif (suite)  

3. La maison et le quartier  

Pronom relatif (suite) et "aller/venir" (rappel)  

4. Test oral  

5. La famille  

Pronom complément d'objet direct et indirect  

6. L'enfance, les souvenirs 

 L'imparfait  

7. Le quotidien et les événements du passé  

L'imparfait, le passé composé et le passé récent  

8. Test oral 

9. L'apparence physique 

 Comparatif et superlatif  

10. Le caractère 

 Comparatif et superlatif  

11. Test oral  

12. L'emploi du temps  

"déjà", "pas encore", "jamais", "ne...que", "ne...plus"  

13. Les projets 

 Futur proche, futur simple, "avoir l'intention de"  

14. Test oral  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Les élèves doivent impérativement lire et préparer la leçon avant de venir en cours.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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随時実施する小テスト(50%)/授業参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントなど 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Un feed-back sera effectué au cours de la séance suivante.  

 

注意事項（Notice） 
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■FM832 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語コミュニケーション２ 

(Advanced French Communication 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Préparation à l'entretien du Futsuken 2 kyû et aux épreuves orales du Delf B1. Renforcement de la compréhension orale et de 

la production orale.   

 

Preparation for the Futsuken 2 kyû interview and the Delf B1 oral exams. Strengthening oral comprehension and speech 

production.   

 

授業の内容（Course Contents） 

Révision et renforcement des acquis grammaticaux. Conversation autour des thèmes abordés dans les documents distribués en 

classe.   

 

Grammar revision and strengthening. Conversation around classroom topics covered in written texts.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Présentation  

Les loisirs - le conditionnel présent  

2. La santé  

 Le conditionnel présent   

3. Test oral 

4. Les vacances, le tourisme, les voyages  

Le subjonctif présent  

5. Les vacances, le tourisme, les voyages 

 Le subjonctif présent  

6. Test oral 

7. La vie en société et les coutumes 

 Les formes impersonnelles et l'impératif   

8. La vie en société et les coutumes  

Les formes impersonnelles et l'impératif  

9. Test oral 

10. Débats et opinions   

Donner son opinion ("Je pense que", "je crois que" etc.)  

11. Débats et opinions   

Approuver ou contester une opinion ("Je suis d'accord", "Je ne suis pas d'accord")  

12. Test oral 

13. Les informations  

Rapporter et commenter une information - le discours indirect  

14. Test oral 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Les élèves doivent impérativement lire et préparer la leçon avant de venir en cours.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

随時実施する小テスト(50%)/授業参加度(50%) 
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テキスト（Textbooks） 

プリントなど 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Un feed-back sera effectué au cours de la séance suivante.  

 

注意事項（Notice） 
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■FM833 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語ライティング１ 

(Advanced French Writing 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Amélioration de la production écrite. Préparation aux épreuves écrites du Futsuken 2 kyû et du Delf B1.  

 

Building written production language skills. Preparation for the Futsuken 2 kyû and Delf B1 written exams.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Exercices de grammaire 

Rédactions  

 

Grammar exercises 

Writing assignments  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Présentation 

2. Ecrire un petit mail 

Exercices: la négation et l'interrogation  

3. Ecrire une lettre à un ami 

Exercices: l'article  

4. Test écrit  

5. Ecrire un courriel important 

Exercices: il y a/c'est/il est/  

6. Ecrire un scénario 

Exercices: les adjectifs et les pronoms indéfinis  

7. Test écrit 

8. Ecrire au style direct et indirect 

Exercices: le discours indirect au présent et au passé  

9. Ecrire un résumé 

Exercices: les pronoms adverbiaux “en”et “y”  

10. Test écrit  

11. Donner son opinion 

Exercices: l'expression de la quantité  

12. Présenter des données 

Exercices: Le comparatif  

13. Test écrit 

14. Ecrire un petit article 

Exercices: le superlatif  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Préparer les exercices 

Lire la leçon  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

随時実施する小テスト(50%)/授業参加度(50%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. Jean-Luc Azra. 2013. Ecrire en français. ALMA Editeur (ISBN:978-4-905343-09-7) 

プリントなど。 

 

参考文献（Readings） 

 http://www.lepointdufle.net/productionecrite.htm  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・Un feed-back sera effectué au cours de la séance suivante. 

・Le présent cours est destiné à des étudiants ayant déjà acquis des compétences en français au moins équivalentes à celles du 

niveau 3 du Futsuken, et qui désirent les développer.  

・Les étudiants effectuent des activités en groupe. 

・La langue d’enseignement est le français.  

 

注意事項（Notice） 
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■FM834 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語ライティング２ 

(Advanced French Writing 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Amélioration de la production écrite.  

Préparation aux épreuves écrites du Futsuken 2 kyû et du Delf B1.  

 

Building written production language skills. Preparation for the Futsuken 2 kyû and Delf B1 written exams.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Exercices de grammaire 

Rédactions  

 

Grammar exercises 

Writing assignments  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Présentation 

Exercices: l'interrogation  

2. Ecrire son c.v. 

Exercices: la négation  

3. Ecrire une lettre de candidature 

Exercices: le gérondif et le passif  

4. Test écrit  

5. Argumenter 

Exercices: les prépositions et les verbes de déplacement  

6. Argumenter 2 

Exercices: les relations logiques 

7. Test écrit 

8. Argumenter 3 

Exercices: les prépositions (2)  

9. Argumenter 4 

Exercices: le plus-que-parfait et les périphrases verbales  

10. Test écrit 

11. écrire une petite synthèse 

Exercices: Les hypothèses  

12. Ecrire une lettre de motivation 

Exercices: le subjonctif (1)  

13. Test écrit 

Exercices: le subjonctif (2)  

14. Conseils méthodologiques dans la perspective d'un apprentissage autonome de la langue française.  

Exercices: le subjonctif (3)  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Préparer les exercices 

Lire la leçon 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

随時実施する小テスト(50%)/授業参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jean-Luc Azra. 2013. Ecrire en français. ALMA Editeur (ISBN:978-4-905343-09-7) 

プリントなど。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・Un feed-back sera effectué au cours de la séance suivante. 

・Le présent cours est destiné à des étudiants ayant déjà acquis des compétences en français au moins équivalentes à celles du 

niveau 3 du Futsuken, et qui désirent les développer.  

・Les étudiants effectuent des activités en groupe. 

・La langue d’enseignement est le français.  

 

注意事項（Notice） 
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■FM835 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語リスニング・リーディング１ 

(Advanced French Listening & Reading 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
大坪 裕幸(OHTUBO HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

聞き取りによる文脈の流れを把握する訓練と，精読による内容を正確に読み取る作業の両面から，高度なフランス語運用能力の

獲得を目指します。  

 

In this course, students will acquire advanced French proficiency from both practice with understanding context through 

listening comprehension and working to accurately read and comprehend details through intensive reading.  

 

授業の内容（Course Contents） 

フランスおよびフランス語圏のニュース素材を用いて，事実や歴史的経緯を踏まえた論説文を読みます。それぞれの記事・論説

のテーマに応じた語彙や表現を調べる作業を行いながら，関連する文章が耳から入ってきても理解できるように音声素材を用い

た聞き取りも行います。合わせて，中級までに学習した基礎文法を発展的に使いこなす練習を行います。  

 

Using news from France and the French-speaking sphere as course materials, students read editorials based on facts and 

historical circumstances. While working to investigate vocabulary and expressions according to the theme of each article and 

editorial, students listen to related articles using audio materials for listening comprehension to ensure that they can 

understand the articles even when consuming them by ear. At the same time, students practice developing and handling the 

basic grammar they learned at the intermediate level. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業方針の説明）  

2. フランス生活文化 1  

3. フランス生活文化 2 

4. フランス政治社会 1  

5. フランス政治社会 2 

6. EUのフランス語圏 1 

7. EUのフランス語圏 2  

8. 北米のフランス語圏 1 

9. 北米のフランス語圏 2  

10. アフリカのフランス語圏 1 

11. アフリカのフランス語圏 2  

12. アジアとフランス語圏 1  

13. アジアとフランス語圏 2  

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業時に指示します。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への参加度(30%)/毎回の課題発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に配付します。授業には紙の卓上型（ポケットサイズではない）仏和辞典を必ず持参してください。  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検３級相当以上のフランス語運用能力を既に有し、それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 
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・授業言語：主に日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM836 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語リスニング・リーディング２ 

(Advanced French Listening & Reading 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
大坪 裕幸(OHTUBO HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

聞き取りによる文脈の流れを把握する訓練と，精読による内容を正確に読み取る作業の両面から，高度なフランス語運用能力の

獲得を目指します。 

 

In this course, students will acquire advanced French proficiency from both practice with understanding context through 

listening comprehension and working to accurately read and comprehend details through intensive reading.  

 

授業の内容（Course Contents） 

フランスおよびフランス語圏のニュース素材を用いて，事実や歴史的経緯を踏まえた論説文を読みます。それぞれの記事・論説

のテーマに応じた語彙や表現を調べる作業を行いながら，関連する文章が耳から入ってきても理解できるように音声素材を用い

た聞き取りも行います。合わせて，中級までに学習した基礎文法を発展的に使いこなす練習を行います。 

 

Using news from France and the French-speaking sphere as course materials, students read editorials based on facts and 

historical circumstances. While working to investigate vocabulary and expressions according to the theme of each article and 

editorial, students listen to related articles using audio materials for listening comprehension to ensure that they can 

understand the articles even when consuming them by ear. At the same time, students practice developing and handling the 

basic grammar they learned at the intermediate level. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業方針の説明） 

2. フランス生活文化 1 

3. フランス生活文化 2 

4. フランス政治社会 1 

5. フランス政治社会 2 

6. EUのフランス語圏 1 

7. EUのフランス語圏 2 

8. 北米のフランス語圏 1 

9. 北米のフランス語圏 2 

10. アフリカのフランス語圏 1 

11. アフリカのフランス語圏 2 

12. アジアとフランス語圏 1 

13. アジアとフランス語圏 2 

14. 最終テスト  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業時に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への参加度(30%)/毎回の課題発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に配付します。授業には紙の卓上型（ポケットサイズではない）仏和辞典を必ず持参してください。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検３級相当以上のフランス語運用能力を既に有し、それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 
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・授業言語：主に日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM837 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語演習１ 

(Advanced French 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
羽生 敦子(HANYU ATSUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「読む」「聞く」「話す」のフランス語のレベルをより上達させよう。フランス語圏文化への理解を深めよう。 

 

In this course, students will Improve French reading, listening, and speaking skills. Students will learn more about the culture of 

France and the French-speaking sphere. 

 

授業の内容（Course Contents） 

時事フランス語に特化したテキストを使用し、フランス社会や社会問題について学ぶ。また、アクチュアルなフランス単語について

学習する。 

 

In this course, students learn about French society and social issues using the textbook that contains theses subjects . 

Students will also learn about significant French words. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランスの標語 La devise de la France (p.1-p.4) 

2. 文法と仏検対策問題  

3. 2020 年には観光客 1 億人？Cent-millions de touristes en France en 2020? (p.5-p.8) 

4. 文法と仏検対策問題 

5. 働きすぎてはいけない Il est interdit de trop travailler ! (p.9-p.12) 

6. 小テスト mini test 

7. 人種差別 Discrimination raciale (p.17-p.20) 

8. 文法と仏検対策問題 

9. 2020 年東京オリンピック Tokyo 2020 (p.21- p.24） 

10. 文法と仏検対策問題 

11. ショパンとフランス Chopin et la France (p.25-p.28) 

12. 文法と仏検対策問題 

13. パリのノートル＝ダム大聖堂 Notre-Dame de Paris (p,37-p.40) 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業に出席する際には必ず知らない単語を調べておくこと。できれば、テキストを和訳することが望ましい。 

必ず復習をすること、内容としてはテキストの復習も大切であるが、付属の CD を音声をよく聞き、自身で音読を行うことも重要で

ある。 

フランス語の語彙を増やすため、あるいは学習した単語を確認するために、日ごろからインターネットでフランスの情報について

調べることを推奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/小テスト(20%)/授業への出席と積極的な態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石井洋二郎 ミシェル・サガズ、2020、『時事フランス語 2020年度版 ( À la page 2020 )』、朝日出版社 

(ISBN:9784255353135) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FM838 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語演習２ 

(Advanced French 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
大磯 仁志(OOISO HITOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな文章の精読を通して、発展的学習の方法を学びながら、仏検２級から準１級レベルのフランス語運用能力の獲得を目

指します。 

 

The objective of this course is for students to acquire French application skills equivalent to level 2 to level pre-1 of the 

Diplôme d’Aptitude Pratique au Français while studying developmental learning methods through intensive reading of various 

texts.   

 

授業の内容（Course Contents） 

若干難易度の高いさまざまな文章（小説、日記、エッセイ、書簡、詩、脚本、新聞・雑誌記事等々）を熟読玩味しながら、語彙・文

法を整理して、フランス語検定２級から準１級の試験対策へとつなげます。また、取り上げた文章の背景を学習することで、フラン

スの文化や社会に関する幅広い知識を得ることも期待されます。 

仏検の過去問については、文法問題だけではなく、書き取り・聞き取り問題も扱う予定です。 

 

Students carefully read various texts with a high level of difficulty (novels, diaries, essays, letters, poetry, screenplays, 

newspapers, magazine articles etc.) while organizing grammar and vocabulary in preparation for level 2 to level pre-1 of the 

Diplôme d’Aptitude Pratique au Français. Also, by learning the context of the text they are dealing with, students are expected 

to obtain extensive knowledge of French culture and society.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 仏検２級問題演習＋講読 

3. 仏検２級問題演習＋講読 

4. 仏検２級問題演習＋講読 

5. 仏検２級問題演習＋講読 

6. 仏検２級問題演習＋講読 

7. 仏検準１級問題演習＋講読 

8. 仏検準１級問題演習＋講読 

9. 仏検準１級問題演習＋講読 

10. 仏検準１級問題演習＋講読 

11. 仏検準１級問題演習＋講読 

12. 仏検準１級問題演習＋講読 

13. 仏検準１級問題演習＋講読 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の性質上、予習は必須です。 

講読資料や文法問題等はもちろん事前に配布するが、音声資料なども Blackboardにアップするので、授業前に十分聞いておく

こと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FM841 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語入門 

(Beginner's French) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 美奈子(KOUNO MINAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の発音や初級文法などを学ぶ。発音の基本，綴り字と発音の関係，文法や基本的な語彙・表現などを中心に，フラン

ス語の輪郭をつかむ。 

 

Learn French pronunciation and basic grammar. Students come to grasp the outline of French, focusing on the basics of 

pronunciation, the relationship between spelling and pronunciation, grammar and basic vocabulary and expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。文法理解の他，音源を聞く，テキストを音

読する，例文や動詞の活用を暗記する，ペアになって会話の練習をする，練習問題を解く，といったさまざまな作業を行う。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. In addition to 

understanding grammar, students perform various types of work such as listening to voice recordings, reading texts out loud, 

memorizing the usage of example sentences and verbs, practicing conversations in pairs and solving practice problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発音とあいさつ 

2. 動詞 être の活用 

3. 自己紹介する 

4. 動詞 avoirの活用 

5. 持ち物をいう 

6. 規則動詞の活用と疑問文 

7. 情報を得る 

8. 形容詞・所有形容詞 

9. 家族を紹介する 

10. 近い未来・近い過去のことを語る 

11. 部分冠詞・中性代名詞 

12. 食事をする 

13. 代名動詞・非人称構文 

14. 日課をいう・時刻や天候をいう 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

語学は積み重ねなので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

ポケット辞書以外の紙媒体の辞書を必ず用意。『ディコ仏和辞典』，『プログレッシブ仏和辞典』など 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「基礎フランス語入門」を修得済でないと「基礎フランス語初級」に進めない。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM842 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語入門 

(Beginner's French) 

担当者名 

（Instructor） 
石原 陽一郎(ISHIHARA YOUICHIROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の発音や初級文法などを学ぶ。発音の基本，綴り字と発音の関係，文法や基本的な語彙・表現などを中心に，フラン

ス語の輪郭をつかむ。 

 

Learn French pronunciation and basic grammar. Students come to grasp the outline of French, focusing on the basics of 

pronunciation, the relationship between spelling and pronunciation, grammar and basic vocabulary and expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。文法理解の他，音源を聞く，テキストを音

読する，例文や動詞の活用を暗記する，ペアになって会話の練習をする，練習問題を解く，といったさまざまな作業を行う。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. In addition to 

understanding grammar, students perform various types of work such as listening to voice recordings, reading texts out loud, 

memorizing the usage of example sentences and verbs, practicing conversations in pairs and solving practice problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発音とあいさつ 

2. 動詞 être の活用 

3. 自己紹介する 

4. 動詞 avoirの活用 

5. 持ち物をいう 

6. 規則動詞の活用と疑問文 

7. 情報を得る 

8. 形容詞・所有形容詞 

9. 家族を紹介する 

10. 近い未来・近い過去のことを語る 

11. 部分冠詞・中性代名詞 

12. 食事をする 

13. 代名動詞・非人称構文 

14. 日課をいう・時刻や天候をいう 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

語学は積み重ねなので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

ポケット辞書以外の紙媒体の辞書を必ず用意。『ディコ仏和辞典』，『プログレッシブ仏和辞典』など 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「基礎フランス語入門」を修得済でないと「基礎フランス語初級」に進めない。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM843 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語初級 

(Elementary French) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 美奈子(KOUNO MINAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎フランス語入門」で学習した内容を定着させるとともに，初級文法をさらに詳しく学習し，「聞く・話す・読む・書く」能力をバラ

ンスよく身につける。 

 

In addition to solidifying what they learned in “Beginner's French,” students learn more about basic grammar and learn balanced 

“listening, speaking, reading and writing” abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。「基礎フランス語入門」に引き続き，同様

の作業をやや複雑な言い回しに関して行う。同時に，テキストなどを通じて，フランス語圏の歴史や文化についての理解を深め

る。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. Following 

“Beginner's French,” students do similar work with slightly more complex expressions. At the same time, they deepen their 

understanding of history and culture in the French-speaking sphere through texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 目的語人称代名詞 

2. 人や物をいいかえる 

3. 直説法複合過去 

4. 出来事を語る 

5. 比較・最上級 

6. 人や物を比較したり，説明したりする 

7. 直説法単純未来 

8. 予定や将来のことを語る 

9. 直説法半過去 

10. 思い出を語る 

11. 条件法現在 

12. 仮定・願望を語る 

13. 接続法 

14. 感情や希望を表現する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

秋学期は内容がやや複雑になるので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

「基礎フランス語入門」に同じ。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM844 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語初級 

(Elementary French) 

担当者名 

（Instructor） 
石原 陽一郎(ISHIHARA YOUICHIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎フランス語入門」で学習した内容を定着させるとともに，初級文法をさらに詳しく学習し，「聞く・話す・読む・書く」能力をバラ

ンスよく身につける。 

 

In addition to solidifying what they learned in “Beginner's French,” students learn more about basic grammar and learn balanced 

“listening, speaking, reading and writing” abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。「基礎フランス語入門」に引き続き，同様

の作業をやや複雑な言い回しに関して行う。同時に，テキストなどを通じて，フランス語圏の歴史や文化についての理解を深め

る。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. Following 

“Beginner's French,” students do similar work with slightly more complex expressions. At the same time, they deepen their 

understanding of history and culture in the French-speaking sphere through texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 目的語人称代名詞 

2. 人や物をいいかえる 

3. 直説法複合過去 

4. 出来事を語る 

5. 比較・最上級 

6. 人や物を比較したり，説明したりする 

7. 直説法単純未来 

8. 予定や将来のことを語る 

9. 直説法半過去 

10. 思い出を語る 

11. 条件法現在 

12. 仮定・願望を語る 

13. 接続法 

14. 感情や希望を表現する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

秋学期は内容がやや複雑になるので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

「基礎フランス語入門」に同じ。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 313 - 

■FM859 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語中級１ 

(Intermediate French 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

稲村 真実(INAMURA MAMI) 

マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習した初級文法を定着させ，「聞く・話す・読む・書く」全般にわたる運用能力の養成を目指す。 

 

The objective of this course is for students to solidify the grammar they learned during the first year and to cultivate practical 

skills across the whole range of “listening, speaking, reading and writing.” 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，１年次に学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。 

週２回一括履修。原則として，フランス語を母語とする教員と日本人教員が，同一テキストを使用して連携をとりながら授業を進め

ていく。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned during the first year while students further 

develop their ability to use French. 

Classes are held twice a week. As a general rule, a teacher who is a native French speaker and a native Japanese teacher 

cooperate to advance the class while using the same textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 自己紹介する 

3. 日常生活 

4. 尋ねる 

5. 時間割 

6. 身体／健康 

7. 計画 

8. 家族 

9. 天候／時間 

10. 公共交通機関 

11. バカンス／観光 

12. 美食／料理 

13. 出来事を語る 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関未玲・A. Sabatier他、2014、『フランスの今』、駿河台出版社 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「中級１」は秋学期開講の「中級２」に引き継がれる。継続履修が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 
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・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に，ネイティヴによる授業はフランス語で，日本人による授業は日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM860 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語中級１ 

(Intermediate French 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

杉原 賢彦(SUGIHARA KATSUHIKO) 

ドナシメント(DONASCIMENTO A.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習した初級文法を定着させ，「聞く・話す・読む・書く」全般にわたる運用能力の養成を目指す。 

 

The objective of this course is for students to solidify the grammar they learned during the first year and to cultivate practical 

skills across the whole range of “listening, speaking, reading and writing.” 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，１年次に学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。 

週２回一括履修。原則として，フランス語を母語とする教員と日本人教員が，同一テキストを使用して連携をとりながら授業を進め

ていく。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned during the first year while students further 

develop their ability to use French. 

Classes are held twice a week. As a general rule, a teacher who is a native French speaker and a native Japanese teacher 

cooperate to advance the class while using the same textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 自己紹介する 

3. 日常生活 

4. 尋ねる 

5. 時間割 

6. 身体／健康 

7. 計画 

8. 家族 

9. 天候／時間 

10. 公共交通機関 

11. バカンス／観光 

12. 美食／料理 

13. 出来事を語る 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関未玲・A. Sabatier他、2014、『フランスの今』、駿河台出版社 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「中級１」は秋学期開講の「中級２」に引き継がれる。継続履修が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 
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・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に，ネイティヴによる授業はフランス語で，日本人による授業は日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM861 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語中級１ 

(Intermediate French 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

デルヴロワ，Ｍ．(DERVELOIS,MICHAEL) 

河野 美奈子(KOUNO MINAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習した初級文法を定着させ，「聞く・話す・読む・書く」全般にわたる運用能力の養成を目指す。 

 

The objective of this course is for students to solidify the grammar they learned during the first year and to cultivate practical 

skills across the whole range of “listening, speaking, reading and writing.” 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，１年次に学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。 

週２回一括履修。原則として，フランス語を母語とする教員と日本人教員が，同一テキストを使用して連携をとりながら授業を進め

ていく。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned during the first year while students further 

develop their ability to use French. 

Classes are held twice a week. As a general rule, a teacher who is a native French speaker and a native Japanese teacher 

cooperate to advance the class while using the same textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 自己紹介する 

3. 日常生活 

4. 尋ねる 

5. 時間割 

6. 身体／健康 

7. 計画 

8. 家族 

9. 天候／時間 

10. 公共交通機関 

11. バカンス／観光 

12. 美食／料理 

13. 出来事を語る 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関未玲・A. Sabatier他、2014、『フランスの今』、駿河台出版社 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「中級１」は秋学期開講の「中級２」に引き継がれる。継続履修が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 
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・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に，ネイティヴによる授業はフランス語で，日本人による授業は日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM863 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語中級２ 

(Intermediate French 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

稲村 真実(INAMURA MAMI) 

マンジャン(MANGIN ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「中級１」に引き続き，中級フランス語の表現や語彙を学習しながら，より高度な実践的表現力とコミュニケーション能力の養成を

目指す。 

 

Following “Intermediate 1,” this class aims for students to develop more advanced expression and communication abilities while 

learning intermediate level French expressions and vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，これまで学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。ま

た，授業や教材をとおして，フランス語圏の歴史や文化などについての理解を深める。 

週２回一括履修。原則として，フランス語を母語とする教員と日本人教員が，同一テキストを使用して連携をとりながら授業を進め

ていく。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned up until now while students further develop 

their ability to use French. Students deepen their understanding of history and culture in the French-speaking sphere through 

lessons and course materials. 

Classes are held twice a week. As a general rule, a teacher who is a native French speaker and a native Japanese teacher 

cooperate to advance the class while using the same textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 都会と田舎 

3. 比較する 

4. スポーツ／勉強 

5. 方向 

6. 数量 

7. 食品 

8. 郵便局／銀行 

9. 文学／詩 

10. スペクタクル／ショー 

11. 衣服／モード／色 

12. メディア 

13. 説明する 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関未玲・A. Sabatier他、2014、『フランスの今』、駿河台出版社 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・「中級１」からの継続学習が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に，ネイティヴによる授業はフランス語で，日本人による授業は日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM864 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語中級２ 

(Intermediate French 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

杉原 賢彦(SUGIHARA KATSUHIKO) 

マンジャン(MANGIN ALEXANDRE 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「中級１」に引き続き，中級フランス語の表現や語彙を学習しながら，より高度な実践的表現力とコミュニケーション能力の養成を

目指す。 

 

Following “Intermediate 1,” this class aims for students to develop more advanced expression and communication abilities while 

learning intermediate level French expressions and vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，これまで学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。ま

た，授業や教材をとおして，フランス語圏の歴史や文化などについての理解を深める。 

週２回一括履修。原則として，フランス語を母語とする教員と日本人教員が，同一テキストを使用して連携をとりながら授業を進め

ていく。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned up until now while students further develop 

their ability to use French. Students deepen their understanding of history and culture in the French-speaking sphere through 

lessons and course materials. 

Classes are held twice a week. As a general rule, a teacher who is a native French speaker and a native Japanese teacher 

cooperate to advance the class while using the same textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 都会と田舎 

3. 比較する 

4. スポーツ／勉強 

5. 方向 

6. 数量 

7. 食品 

8. 郵便局／銀行 

9. 文学／詩 

10. スペクタクル／ショー 

11. 衣服／モード／色 

12. メディア 

13. 説明する 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関未玲・A. Sabatier他、2014、『フランスの今』、駿河台出版社 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・「中級１」からの継続学習が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に，ネイティヴによる授業はフランス語で，日本人による授業は日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM865 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語中級２ 

(Intermediate French 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

デルヴロワ，Ｍ．(DERVELOIS,MICHAEL) 

河野 美奈子(KOUNO MINAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「中級１」に引き続き，中級フランス語の表現や語彙を学習しながら，より高度な実践的表現力とコミュニケーション能力の養成を

目指す。 

 

Following “Intermediate 1,” this class aims for students to develop more advanced expression and communication abilities while 

learning intermediate level French expressions and vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，これまで学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。ま

た，授業や教材をとおして，フランス語圏の歴史や文化などについての理解を深める。 

週２回一括履修。原則として，フランス語を母語とする教員と日本人教員が，同一テキストを使用して連携をとりながら授業を進め

ていく。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned up until now while students further develop 

their ability to use French. Students deepen their understanding of history and culture in the French-speaking sphere through 

lessons and course materials. 

Classes are held twice a week. As a general rule, a teacher who is a native French speaker and a native Japanese teacher 

cooperate to advance the class while using the same textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 都会と田舎 

3. 比較する 

4. スポーツ／勉強 

5. 方向 

6. 数量 

7. 食品 

8. 郵便局／銀行 

9. 文学／詩 

10. スペクタクル／ショー 

11. 衣服／モード／色 

12. メディア 

13. 説明する 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関未玲・A. Sabatier他、2014、『フランスの今』、駿河台出版社 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・「中級１」からの継続学習が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に，ネイティヴによる授業はフランス語で，日本人による授業は日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM868 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語スタンダード１ 

(Intermediate French 1 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
ブルジュワ，Ｒ．(BOURGEOIS,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習した初級文法を定着させ，基礎的な口頭表現や聴解の訓練を行うと同時に，作文力の養成をはかる。 

 

In this course, students solidify the grammar learned during the first year and practice basic oral expressions and listening 

comprehension while developing their writing skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，１年次に学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。週

１回。原則として，フランス語を母語とする教員が担当する。下記のテキストを使用して，日常的なテーマで会話が行える能力を養

うと同時に，類似のテーマで簡単な作文の訓練を行う。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned during the first year while students further 

develop their ability to use French. Held once a week. As a general rule, this class is held by native French professor. Using the 

below text, students develop the ability to have conversations with everyday themes while practicing writing essays with similar 

themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. パン屋でのやりとり 

3. 郵便局でのやりとり 

4. 量についての様々な表現（１） 

5. 量についての様々な表現（２） 

6. 値段をたずねる 

7. 注文をする 

8. ホテルを予約をする 

9. 切符を買う 

10. 衣服を買う 

11. ためらう 

12. 電話予約をする（１） 

13. 電話予約をする（２） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Miquel,C. Communication progressive du français (Niveau débutant). CLE 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「スタンダード１」は秋学期開講の「スタンダード３」に引き継がれる。継続履修が望ましい。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 
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・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主にフランス語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM869 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語スタンダード２ 

(Intermediate French 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
羽生 敦子(HANYU ATSUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習した初級文法を定着させるとともに，仏検４～３級受験対策と，フランス語圏の歴史や文化に関するテキストの読解

訓練を行う。 

 

In addition to solidifying the grammar they learned during the first year, students practice with countermeasures for taking 

levels 4 to 3 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au Français and read texts related to history and culture in the French-

speaking sphere. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，１年次に学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。 

週１回。原則として，日本人教員が担当する。授業は二部構成で，毎回前半は仏検４～３級の過去問を解き，教員が解説をす

る。後半はフランス語圏の社会に関するテキストを講読する。 

 

The themes in this course reinforce the vocabulary, expressions, and grammar items learned during the first year while students 

further develop their ability to use French. This course is held once a week by a native Japanese professor and consists of two 

parts;  in the first half, students solve questions from past versions of levels 4 to 3 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au 

Français. In the second half, students read texts about society in the French-speaking sphere. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 条件法の復習 

3. 接続法の復習 

4. フランス語とヨーロッパのフランス語圏１ 

5. フランス語とヨーロッパのフランス語圏２ 

6. フランスの植民地と海外県及び海外準県１ 

7. フランスの植民地と海外県及び海外準県２ 

8. ケベックの歴史と独自性１ 

9. ケベックの歴史と独自性２ 

10. アメリカのフランコフォンとフランス語保護運動１ 

11. アメリカのフランコフォンとフランス語保護運動２ 

12. フランス領カリブ地域とハイチの独立１ 

13. フランス領カリブ地域とハイチの独立２ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読テキストの予習が不可欠。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Yuko Yamade. 2016.  Sociétés et cultures francophones . 駿河台出版社 (ISBN:9784411013514) 

プリント 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

2. 『仏検公式問題集 ４級』、駿河台出版社 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・フランス語教育振興協会 http://apefdapf.org/ 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM870 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語スタンダード２ 

(Intermediate French 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
杉原 賢彦(SUGIHARA KATSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習した初級文法を定着させるとともに，仏検４～３級受験対策と，フランス語圏の歴史や文化に関するテキストの読解

訓練を行う。 

 

In addition to solidifying the grammar they learned during the first year, students practice with countermeasures for taking 

levels 4 to 3 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au Français and read texts related to history and culture in the French-

speaking sphere. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，１年次に学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。 

週１回。原則として，日本人教員が担当する。授業は二部構成で，毎回前半は仏検４～３級の過去問を解き，教員が解説をす

る。後半はフランス語圏の社会に関するテキストを講読する。 

 

The themes in this course reinforce the vocabulary, expressions, and grammar items learned during the first year while students 

further develop their ability to use French. This course is held once a week by a native Japanese professor and consists of two 

parts;  in the first half, students solve questions from past versions of levels 4 to 3 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au 

Français. In the second half, students read texts about society in the French-speaking sphere. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 条件法の復習 

3. 接続法の復習 

4. フランス語とヨーロッパのフランス語圏１ 

5. フランス語とヨーロッパのフランス語圏２ 

6. フランスの植民地と海外県及び海外準県１ 

7. フランスの植民地と海外県及び海外準県２ 

8. ケベックの歴史と独自性１ 

9. ケベックの歴史と独自性２ 

10. アメリカのフランコフォンとフランス語保護運動１ 

11. アメリカのフランコフォンとフランス語保護運動２ 

12. フランス領カリブ地域とハイチの独立１ 

13. フランス領カリブ地域とハイチの独立２ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読テキストの予習が不可欠。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Yuko Yamade. 2016.  Sociétés et cultures francophones . 駿河台出版社 (ISBN:9784411013514) 

プリント 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

2. 『仏検公式問題集 ４級』、駿河台出版社 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・フランス語教育振興協会 http://apefdapf.org/ 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM872 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語スタンダード３ 

(Intermediate French 3 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
ブルジュワ，Ｒ．(BOURGEOIS,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「スタンダード１」に引き続き，中級フランス語の表現や語彙を学習しながら，より高度なコミュニケーション能力の養成を目指す。 

 

Following “Intermediate 1,” this class aims for students to develop more advanced communication abilities while learning 

intermediate level French expressions and vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，これまで学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。ま

た，授業や教材をとおして，フランス語圏の歴史や文化などについての理解を深める。 

週１回。原則として，フランス語を母語とする教員が担当する。下記のテキストを使用して，日常的なテーマで会話が行える能力を

養うと同時に，類似のテーマで簡単な作文の訓練を行う。 

 

The below themes reinforce the vocabulary, expressions and grammar items learned up until now while students further develop 

their ability to use French. Students deepen their understanding of history and culture in the French-speaking sphere through 

lessons and course materials. 

Held once a week. As a general rule, this class is held by native French professor. Using the below text, students develop the 

ability to have conversations with everyday themes while practicing writing essays with similar themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 情報を得る（１） 

3. 情報を得る（２） 

4. 情報を得る（３） 

5. 義務についてたずねる(１) 

6. 義務についてたずねる(２) 

7. 許可と禁止(１) 

8. 許可と禁止(２) 

9. 確認する（１） 

10. 確認する（２） 

11. 抗議する 

12. 予定について話す（１） 

13. 予定について話す（２） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自宅での反復練習は不可欠。詳細はその都度授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Miquel,C. Communication progressive du français (Niveau débutant). CLE 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

その他，各担当者が紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「スタンダード１」からの継続履修が望ましい。 
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・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主にフランス語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM873 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語スタンダード４ 

(Intermediate French 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
羽生 敦子(HANYU ATSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「スタンダード２」に引き続き，仏検３～準２級受験対策とテキストの読解を通じて，フランス語圏の歴史や文化についての理解を

深める。 

 

Following “Intermediate 2,” students deepen their understanding of history and culture in the French-speaking sphere through 

reading and preparation for level 3 to pre-level 2 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au Français 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，これまで学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。 

週１回。原則として，日本人教員が担当する。授業は二部構成で，毎回前半は仏検３～準２級の過去問を解き，教員が解説をす

る。後半はフランス語圏の社会に関するテキストを講読する。 

 

The themes in this course reinforce the vocabulary, expressions, and grammar items learned during the first year while students 

further develop their ability to use French. This course is held once a week by a native Japanese professor and consists of two 

parts;  in the first half, students solve questions from past versions of levels 4 to 3 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au 

Français. In the second half, students read texts about society in the French-speaking sphere. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ケベックの公用語はフランス語１ 

3. ケベックの公用語はフランス語２ 

4. フランコフォニーとフランコフォニー国際機関１ 

5. フランコフォニーとフランコフォニー国際機関２ 

6. フランスのアラブ系 2 世とブール文化１ 

7. フランスのアラブ系 2 世とブール文化２ 

8. 『タンタンの冒険』をめぐって１ 

9. 『タンタンの冒険』をめぐって２ 

10. フランス映画が描くフランス領インドシナの終焉１ 

11. フランス映画が描くフランス領インドシナの終焉２ 

12. ケベックのサーカス文化１ 

13. ケベックのサーカス文化２ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読テキストの予習が不可欠。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Yuko Yamade. 2016.  Sociétés et cultures francophones . 駿河台出版社 (ISBN:9784411013514) 

プリント 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

2. 『仏検公式問題集 ３級』、駿河台出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・フランス語教育振興協会 http://apefdapf.org/ 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM874 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語スタンダード４ 

(Intermediate French 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
杉原 賢彦(SUGIHARA KATSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「スタンダード２」に引き続き，仏検３～準２級受験対策とテキストの読解を通じて，フランス語圏の歴史や文化についての理解を

深める。 

 

Following “Intermediate 2,” students deepen their understanding of history and culture in the French-speaking sphere through 

reading and preparation for level 3 to pre-level 2 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au Français 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下のテーマについて，これまで学習した語彙や表現，文法事項を補強しつつ，フランス語のさらなる運用能力を身につける。 

週１回。原則として，日本人教員が担当する。授業は二部構成で，毎回前半は仏検３～準２級の過去問を解き，教員が解説をす

る。後半はフランス語圏の社会に関するテキストを講読する。 

 

The themes in this course reinforce the vocabulary, expressions, and grammar items learned during the first year while students 

further develop their ability to use French. This course is held once a week by a native Japanese professor and consists of two 

parts;  in the first half, students solve questions from past versions of levels 4 to 3 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au 

Français. In the second half, students read texts about society in the French-speaking sphere. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ケベックの公用語はフランス語１ 

3. ケベックの公用語はフランス語２ 

4. フランコフォニーとフランコフォニー国際機関１ 

5. フランコフォニーとフランコフォニー国際機関２ 

6. フランスのアラブ系 2 世とブール文化１ 

7. フランスのアラブ系 2 世とブール文化２ 

8. 『タンタンの冒険』をめぐって１ 

9. 『タンタンの冒険』をめぐって２ 

10. フランス映画が描くフランス領インドシナの終焉１ 

11. フランス映画が描くフランス領インドシナの終焉２ 

12. ケベックのサーカス文化１ 

13. ケベックのサーカス文化２ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読テキストの予習が不可欠。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Yuko Yamade. 2016.  Sociétés et cultures francophones . 駿河台出版社 (ISBN:9784411013514) 

プリント 

 

参考文献（Readings） 

1. 『ロワイヤル仏和中辞典』、旺文社 

2. 『仏検公式問題集 ３級』、駿河台出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・フランス語教育振興協会 http://apefdapf.org/ 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検４級相当以上のフランス語運用能力を既に有し，それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM879 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語入門 

(Beginner's French) 

担当者名 

（Instructor） 
関 未玲(SEKI MIREI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の発音や初級文法などを学ぶ。発音の基本，綴り字と発音の関係，文法や基本的な語彙・表現などを中心に，フラン

ス語の輪郭をつかむ。 

 

Learn French pronunciation and basic grammar. Students come to grasp the outline of French, focusing on the basics of 

pronunciation, the relationship between spelling and pronunciation, grammar and basic vocabulary and expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。文法理解の他，音源を聞く，テキストを音

読する，例文や動詞の活用を暗記する，ペアになって会話の練習をする，練習問題を解く，といったさまざまな作業を行う。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. In addition to 

understanding grammar, students perform various types of work such as listening to voice recordings, reading texts out loud, 

memorizing the usage of example sentences and verbs, practicing conversations in pairs and solving practice problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発音とあいさつ 

2. 動詞 être の活用 

3. 自己紹介する 

4. 動詞 avoirの活用 

5. 持ち物をいう 

6. 規則動詞の活用と疑問文 

7. 情報を得る 

8. 形容詞・所有形容詞 

9. 家族を紹介する 

10. 近い未来・近い過去のことを語る 

11. 部分冠詞・中性代名詞 

12. 食事をする 

13. 代名動詞・非人称構文 

14. 日課をいう・時刻や天候をいう 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

語学は積み重ねなので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

ポケット辞書以外の紙媒体の辞書を必ず用意。『ディコ仏和辞典』，『プログレッシブ仏和辞典』など 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「基礎フランス語入門」を修得済でないと「基礎フランス語初級」に進めない。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM880 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語入門 

(Beginner's French) 

担当者名 

（Instructor） 
江澤 健一郎(EZAWA KENICHIROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の発音や初級文法などを学ぶ。発音の基本，綴り字と発音の関係，文法や基本的な語彙・表現などを中心に，フラン

ス語の輪郭をつかむ。 

 

Learn French pronunciation and basic grammar. Students come to grasp the outline of French, focusing on the basics of 

pronunciation, the relationship between spelling and pronunciation, grammar and basic vocabulary and expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。文法理解の他，音源を聞く，テキストを音

読する，例文や動詞の活用を暗記する，ペアになって会話の練習をする，練習問題を解く，といったさまざまな作業を行う。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. In addition to 

understanding grammar, students perform various types of work such as listening to voice recordings, reading texts out loud, 

memorizing the usage of example sentences and verbs, practicing conversations in pairs and solving practice problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発音とあいさつ 

2. 動詞 être の活用 

3. 自己紹介する 

4. 動詞 avoirの活用 

5. 持ち物をいう 

6. 規則動詞の活用と疑問文 

7. 情報を得る 

8. 形容詞・所有形容詞 

9. 家族を紹介する 

10. 近い未来・近い過去のことを語る 

11. 部分冠詞・中性代名詞 

12. 食事をする 

13. 代名動詞・非人称構文 

14. 日課をいう・時刻や天候をいう 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

語学は積み重ねなので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

ポケット辞書以外の紙媒体の辞書を必ず用意。『ディコ仏和辞典』，『プログレッシブ仏和辞典』など 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「基礎フランス語入門」を修得済でないと「基礎フランス語初級」に進めない。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM881 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語入門 

(Beginner's French) 

担当者名 

（Instructor） 
大坪 裕幸(OHTUBO HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の発音や初級文法などを学ぶ。発音の基本，綴り字と発音の関係，文法や基本的な語彙・表現などを中心に，フラン

ス語の輪郭をつかむ。 

 

Learn French pronunciation and basic grammar. Students come to grasp the outline of French, focusing on the basics of 

pronunciation, the relationship between spelling and pronunciation, grammar and basic vocabulary and expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。文法理解の他，音源を聞く，テキストを音

読する，例文や動詞の活用を暗記する，ペアになって会話の練習をする，練習問題を解く，といったさまざまな作業を行う。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. In addition to 

understanding grammar, students perform various types of work such as listening to voice recordings, reading texts out loud, 

memorizing the usage of example sentences and verbs, practicing conversations in pairs and solving practice problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発音とあいさつ 

2. 動詞 être の活用 

3. 自己紹介する 

4. 動詞 avoirの活用 

5. 持ち物をいう 

6. 規則動詞の活用と疑問文 

7. 情報を得る 

8. 形容詞・所有形容詞 

9. 家族を紹介する 

10. 近い未来・近い過去のことを語る 

11. 部分冠詞・中性代名詞 

12. 食事をする 

13. 代名動詞・非人称構文 

14. 日課をいう・時刻や天候をいう 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

語学は積み重ねなので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

ポケット辞書以外の紙媒体の辞書を必ず用意。『ディコ仏和辞典』，『プログレッシブ仏和辞典』など 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「基礎フランス語入門」を修得済でないと「基礎フランス語初級」に進めない。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 343 - 

■FM882 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語入門 

(Beginner's French) 

担当者名 

（Instructor） 
江島 宏隆(ESHIMA HIROTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の発音や初級文法などを学ぶ。発音の基本，綴り字と発音の関係，文法や基本的な語彙・表現などを中心に，フラン

ス語の輪郭をつかむ。 

 

Learn French pronunciation and basic grammar. Students come to grasp the outline of French, focusing on the basics of 

pronunciation, the relationship between spelling and pronunciation, grammar and basic vocabulary and expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。文法理解の他，音源を聞く，テキストを音

読する，例文や動詞の活用を暗記する，ペアになって会話の練習をする，練習問題を解く，といったさまざまな作業を行う。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. In addition to 

understanding grammar, students perform various types of work such as listening to voice recordings, reading texts out loud, 

memorizing the usage of example sentences and verbs, practicing conversations in pairs and solving practice problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発音とあいさつ 

2. 動詞 être の活用 

3. 自己紹介する 

4. 動詞 avoirの活用 

5. 持ち物をいう 

6. 規則動詞の活用と疑問文 

7. 情報を得る 

8. 形容詞・所有形容詞 

9. 家族を紹介する 

10. 近い未来・近い過去のことを語る 

11. 部分冠詞・中性代名詞 

12. 食事をする 

13. 代名動詞・非人称構文 

14. 日課をいう・時刻や天候をいう 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

語学は積み重ねなので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

ポケット辞書以外の紙媒体の辞書を必ず用意。『ディコ仏和辞典』，『プログレッシブ仏和辞典』など 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「基礎フランス語入門」を修得済でないと「基礎フランス語初級」に進めない。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM883 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語入門 

(Beginner's French) 

担当者名 

（Instructor） 
大坪 裕幸(OHTUBO HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の発音や初級文法などを学ぶ。発音の基本，綴り字と発音の関係，文法や基本的な語彙・表現などを中心に，フラン

ス語の輪郭をつかむ。 

 

Learn French pronunciation and basic grammar. Students come to grasp the outline of French, focusing on the basics of 

pronunciation, the relationship between spelling and pronunciation, grammar and basic vocabulary and expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。文法理解の他，音源を聞く，テキストを音

読する，例文や動詞の活用を暗記する，ペアになって会話の練習をする，練習問題を解く，といったさまざまな作業を行う。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. In addition to 

understanding grammar, students perform various types of work such as listening to voice recordings, reading texts out loud, 

memorizing the usage of example sentences and verbs, practicing conversations in pairs and solving practice problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発音とあいさつ 

2. 動詞 être の活用 

3. 自己紹介する 

4. 動詞 avoirの活用 

5. 持ち物をいう 

6. 規則動詞の活用と疑問文 

7. 情報を得る 

8. 形容詞・所有形容詞 

9. 家族を紹介する 

10. 近い未来・近い過去のことを語る 

11. 部分冠詞・中性代名詞 

12. 食事をする 

13. 代名動詞・非人称構文 

14. 日課をいう・時刻や天候をいう 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

語学は積み重ねなので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

ポケット辞書以外の紙媒体の辞書を必ず用意。『ディコ仏和辞典』，『プログレッシブ仏和辞典』など 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「基礎フランス語入門」を修得済でないと「基礎フランス語初級」に進めない。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM884 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語入門 

(Beginner's French) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の発音や初級文法などを学ぶ。発音の基本，綴り字と発音の関係，文法や基本的な語彙・表現などを中心に，フラン

ス語の輪郭をつかむ。 

 

Learn French pronunciation and basic grammar. Students come to grasp the outline of French, focusing on the basics of 

pronunciation, the relationship between spelling and pronunciation, grammar and basic vocabulary and expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。文法理解の他，音源を聞く，テキストを音

読する，例文や動詞の活用を暗記する，ペアになって会話の練習をする，練習問題を解く，といったさまざまな作業を行う。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. In addition to 

understanding grammar, students perform various types of work such as listening to voice recordings, reading texts out loud, 

memorizing the usage of example sentences and verbs, practicing conversations in pairs and solving practice problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発音とあいさつ 

2. 動詞 être の活用 

3. 自己紹介する 

4. 動詞 avoirの活用 

5. 持ち物をいう 

6. 規則動詞の活用と疑問文 

7. 情報を得る 

8. 形容詞・所有形容詞 

9. 家族を紹介する 

10. 近い未来・近い過去のことを語る 

11. 部分冠詞・中性代名詞 

12. 食事をする 

13. 代名動詞・非人称構文 

14. 日課をいう・時刻や天候をいう 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

語学は積み重ねなので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

ポケット辞書以外の紙媒体の辞書を必ず用意。『ディコ仏和辞典』，『プログレッシブ仏和辞典』など 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・「基礎フランス語入門」を修得済でないと「基礎フランス語初級」に進めない。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM885 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語初級 

(Elementary French) 

担当者名 

（Instructor） 
関 未玲(SEKI MIREI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎フランス語入門」で学習した内容を定着させるとともに，初級文法をさらに詳しく学習し，「聞く・話す・読む・書く」能力をバラ

ンスよく身につける。 

 

In addition to solidifying what they learned in “Beginner's French,” students learn more about basic grammar and learn balanced 

“listening, speaking, reading and writing” abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。「基礎フランス語入門」に引き続き，同様

の作業をやや複雑な言い回しに関して行う。同時に，テキストなどを通じて，フランス語圏の歴史や文化についての理解を深め

る。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. Following 

“Beginner's French,” students do similar work with slightly more complex expressions. At the same time, they deepen their 

understanding of history and culture in the French-speaking sphere through texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 目的語人称代名詞 

2. 人や物をいいかえる 

3. 直説法複合過去 

4. 出来事を語る 

5. 比較・最上級 

6. 人や物を比較したり，説明したりする 

7. 直説法単純未来 

8. 予定や将来のことを語る 

9. 直説法半過去 

10. 思い出を語る 

11. 条件法現在 

12. 仮定・願望を語る 

13. 接続法 

14. 感情や希望を表現する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

秋学期は内容がやや複雑になるので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

「基礎フランス語入門」に同じ。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 

 



 - 350 - 

注意事項（Notice） 
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■FM886 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語初級 

(Elementary French) 

担当者名 

（Instructor） 
江澤 健一郎(EZAWA KENICHIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎フランス語入門」で学習した内容を定着させるとともに，初級文法をさらに詳しく学習し，「聞く・話す・読む・書く」能力をバラ

ンスよく身につける。 

 

In addition to solidifying what they learned in “Beginner's French,” students learn more about basic grammar and learn balanced 

“listening, speaking, reading and writing” abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。「基礎フランス語入門」に引き続き，同様

の作業をやや複雑な言い回しに関して行う。同時に，テキストなどを通じて，フランス語圏の歴史や文化についての理解を深め

る。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. Following 

“Beginner's French,” students do similar work with slightly more complex expressions. At the same time, they deepen their 

understanding of history and culture in the French-speaking sphere through texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 目的語人称代名詞 

2. 人や物をいいかえる 

3. 直説法複合過去 

4. 出来事を語る 

5. 比較・最上級 

6. 人や物を比較したり，説明したりする 

7. 直説法単純未来 

8. 予定や将来のことを語る 

9. 直説法半過去 

10. 思い出を語る 

11. 条件法現在 

12. 仮定・願望を語る 

13. 接続法 

14. 感情や希望を表現する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

秋学期は内容がやや複雑になるので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

「基礎フランス語入門」に同じ。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM887 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語初級 

(Elementary French) 

担当者名 

（Instructor） 
大坪 裕幸(OHTUBO HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎フランス語入門」で学習した内容を定着させるとともに，初級文法をさらに詳しく学習し，「聞く・話す・読む・書く」能力をバラ

ンスよく身につける。 

 

In addition to solidifying what they learned in “Beginner's French,” students learn more about basic grammar and learn balanced 

“listening, speaking, reading and writing” abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。「基礎フランス語入門」に引き続き，同様

の作業をやや複雑な言い回しに関して行う。同時に，テキストなどを通じて，フランス語圏の歴史や文化についての理解を深め

る。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. Following 

“Beginner's French,” students do similar work with slightly more complex expressions. At the same time, they deepen their 

understanding of history and culture in the French-speaking sphere through texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 目的語人称代名詞 

2. 人や物をいいかえる 

3. 直説法複合過去 

4. 出来事を語る 

5. 比較・最上級 

6. 人や物を比較したり，説明したりする 

7. 直説法単純未来 

8. 予定や将来のことを語る 

9. 直説法半過去 

10. 思い出を語る 

11. 条件法現在 

12. 仮定・願望を語る 

13. 接続法 

14. 感情や希望を表現する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

秋学期は内容がやや複雑になるので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

「基礎フランス語入門」に同じ。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 

 



 - 354 - 

注意事項（Notice） 
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■FM888 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語初級 

(Elementary French) 

担当者名 

（Instructor） 
江島 宏隆(ESHIMA HIROTAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎フランス語入門」で学習した内容を定着させるとともに，初級文法をさらに詳しく学習し，「聞く・話す・読む・書く」能力をバラ

ンスよく身につける。 

 

In addition to solidifying what they learned in “Beginner's French,” students learn more about basic grammar and learn balanced 

“listening, speaking, reading and writing” abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。「基礎フランス語入門」に引き続き，同様

の作業をやや複雑な言い回しに関して行う。同時に，テキストなどを通じて，フランス語圏の歴史や文化についての理解を深め

る。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. Following 

“Beginner's French,” students do similar work with slightly more complex expressions. At the same time, they deepen their 

understanding of history and culture in the French-speaking sphere through texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 目的語人称代名詞 

2. 人や物をいいかえる 

3. 直説法複合過去 

4. 出来事を語る 

5. 比較・最上級 

6. 人や物を比較したり，説明したりする 

7. 直説法単純未来 

8. 予定や将来のことを語る 

9. 直説法半過去 

10. 思い出を語る 

11. 条件法現在 

12. 仮定・願望を語る 

13. 接続法 

14. 感情や希望を表現する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

秋学期は内容がやや複雑になるので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

「基礎フランス語入門」に同じ。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 
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注意事項（Notice） 
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■FM889 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語初級 

(Elementary French) 

担当者名 

（Instructor） 
大坪 裕幸(OHTUBO HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎フランス語入門」で学習した内容を定着させるとともに，初級文法をさらに詳しく学習し，「聞く・話す・読む・書く」能力をバラ

ンスよく身につける。 

 

In addition to solidifying what they learned in “Beginner's French,” students learn more about basic grammar and learn balanced 

“listening, speaking, reading and writing” abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。「基礎フランス語入門」に引き続き，同様

の作業をやや複雑な言い回しに関して行う。同時に，テキストなどを通じて，フランス語圏の歴史や文化についての理解を深め

る。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. Following 

“Beginner's French,” students do similar work with slightly more complex expressions. At the same time, they deepen their 

understanding of history and culture in the French-speaking sphere through texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 目的語人称代名詞 

2. 人や物をいいかえる 

3. 直説法複合過去 

4. 出来事を語る 

5. 比較・最上級 

6. 人や物を比較したり，説明したりする 

7. 直説法単純未来 

8. 予定や将来のことを語る 

9. 直説法半過去 

10. 思い出を語る 

11. 条件法現在 

12. 仮定・願望を語る 

13. 接続法 

14. 感情や希望を表現する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

秋学期は内容がやや複雑になるので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

「基礎フランス語入門」に同じ。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 

 



 - 358 - 

注意事項（Notice） 
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■FM890 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎フランス語初級 

(Elementary French) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎フランス語入門」で学習した内容を定着させるとともに，初級文法をさらに詳しく学習し，「聞く・話す・読む・書く」能力をバラ

ンスよく身につける。 

 

In addition to solidifying what they learned in “Beginner's French,” students learn more about basic grammar and learn balanced 

“listening, speaking, reading and writing” abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週 2 回一括履修。1～2 名の担当教員が同一教科書を使ってリレー式に授業を進める。「基礎フランス語入門」に引き続き，同様

の作業をやや複雑な言い回しに関して行う。同時に，テキストなどを通じて，フランス語圏の歴史や文化についての理解を深め

る。 

 

Classes are held twice a week. One to two teachers use the same textbook to conduct the class relay-style. Following 

“Beginner's French,” students do similar work with slightly more complex expressions. At the same time, they deepen their 

understanding of history and culture in the French-speaking sphere through texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 目的語人称代名詞 

2. 人や物をいいかえる 

3. 直説法複合過去 

4. 出来事を語る 

5. 比較・最上級 

6. 人や物を比較したり，説明したりする 

7. 直説法単純未来 

8. 予定や将来のことを語る 

9. 直説法半過去 

10. 思い出を語る 

11. 条件法現在 

12. 仮定・願望を語る 

13. 接続法 

14. 感情や希望を表現する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

秋学期は内容がやや複雑になるので，学習したポイントをしっかり復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/最終テストを含む各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

同一学部・時間帯ごとに共通テキストを使用する。詳細は担当教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

「基礎フランス語入門」に同じ。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・クループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：日本語。 

 



 - 360 - 

注意事項（Notice） 
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■FM891 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語コミュニケーション１ 

(Advanced French Communication 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ブルジュワ，Ｒ．(BOURGEOIS,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Préparation à l'entretien du Futsuken 2 kyû et aux épreuves orales du Delf B1.  Renforcement de la compréhension orale et de 

la production orale.   

 

Preparation for the Futsuken 2 kyû interview and the Delf B1 oral exams.  Strengthening oral comprehension and speech 

production.   

 

授業の内容（Course Contents） 

Révision des acquis grammaticaux par l'intermédiaire de conversations autour de thèmes abordés dans les documents distribués 

en classe. 

 

Grammar revision via conversations around classroom topics covered in written texts.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Présentation et usages 

 Pronom relatif  

2. La maison et le quartier  

Pronom relatif (suite)  

3. La maison et le quartier  

Pronom relatif (suite) et "aller/venir" (rappel)  

4. Test oral  

5. La famille  

Pronom complément d'objet direct et indirect  

6. L'enfance, les souvenirs 

 L'imparfait  

7. Le quotidien et les événements du passé  

L'imparfait, le passé composé et le passé récent  

8. Test oral 

9. L'apparence physique 

 Comparatif et superlatif  

10. Le caractère 

 Comparatif et superlatif  

11. Test oral  

12. L'emploi du temps  

"déjà", "pas encore", "jamais", "ne...que", "ne...plus"  

13. Les projets 

 Futur proche, futur simple, "avoir l'intention de"  

14. Test oral  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Les élèves doivent impérativement lire et préparer la leçon avant de venir en cours.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 



 - 362 - 

随時実施する小テスト(50%)/授業参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントなど 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Un feed-back sera effectué au cours de la séance suivante.  

 

注意事項（Notice） 
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■FM892 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語コミュニケーション２ 

(Advanced French Communication 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
リボー，Ｃ．(RIVEAU,CEDRIC) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Préparation à l'entretien du Futsuken 2 kyû et aux épreuves orales du Delf B1. Renforcement de la compréhension orale et de 

la production orale.   

 

Preparation for the Futsuken 2 kyû interview and the Delf B1 oral exams. Strengthening oral comprehension and speech 

production.   

 

授業の内容（Course Contents） 

Révision et renforcement des acquis grammaticaux. Conversation autour des thèmes abordés dans les documents distribués en 

classe.   

 

Grammar revision and strengthening. Conversation around classroom topics covered in written texts.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Présentation  

Les loisirs - le conditionnel présent  

2. La santé  

 Le conditionnel présent   

3. Test oral 

4. Les vacances, le tourisme, les voyages  

Le subjonctif présent  

5. Les vacances, le tourisme, les voyages 

 Le subjonctif présent  

6. Test oral 

7. La vie en société et les coutumes 

 Les formes impersonnelles et l'impératif   

8. La vie en société et les coutumes  

Les formes impersonnelles et l'impératif  

9. Test oral 

10. Débats et opinions   

Donner son opinion ("Je pense que", "je crois que" etc.)  

11. Débats et opinions   

Approuver ou contester une opinion ("Je suis d'accord", "Je ne suis pas d'accord")  

12. Test oral 

13. Les informations  

Rapporter et commenter une information - le discours indirect  

14. Test oral 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Les élèves doivent impérativement lire et préparer la leçon avant de venir en cours.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

随時実施する小テスト(50%)/授業参加度(50%) 



 - 364 - 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントなど 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Un feed-back sera effectué au cours de la séance suivante.  

 

注意事項（Notice） 
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■FM893 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語ライティング１ 

(Advanced French Writing 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ブルジュワ，Ｒ．(BOURGEOIS,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Amélioration de la production écrite. Préparation aux épreuves écrites du Futsuken 2 kyû et du Delf B1.  

 

Building written production language skills. Preparation for the Futsuken 2 kyû and Delf B1 written exams.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Exercices de grammaire 

Rédactions  

 

Grammar exercises 

Writing assignments  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Présentation 

2. Ecrire un petit mail 

Exercices: la négation et l'interrogation  

3. Ecrire une lettre à un ami 

Exercices: l'article  

4. Test écrit  

5. Ecrire un courriel important 

Exercices: il y a/c'est/il est/  

6. Ecrire un scénario 

Exercices: les adjectifs et les pronoms indéfinis  

7. Test écrit 

8. Ecrire au style direct et indirect 

Exercices: le discours indirect au présent et au passé  

9. Ecrire un résumé 

Exercices: les pronoms adverbiaux “en”et “y”  

10. Test écrit  

11. Donner son opinion 

Exercices: l'expression de la quantité  

12. Présenter des données 

Exercices: Le comparatif  

13. Test écrit 

14. Ecrire un petit article 

Exercices: le superlatif  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Préparer les exercices 

Lire la leçon  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

随時実施する小テスト(50%)/授業参加度(50%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. Jean-Luc Azra. 2013. Ecrire en français. ALMA Editeur (ISBN:978-4-905343-09-7) 

プリントなど。 

 

参考文献（Readings） 

 http://www.lepointdufle.net/productionecrite.htm  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・Un feed-back sera effectué au cours de la séance suivante. 

・Le présent cours est destiné à des étudiants ayant déjà acquis des compétences en français au moins équivalentes à celles du 

niveau 3 du Futsuken, et qui désirent les développer.  

・Les étudiants effectuent des activités en groupe. 

・La langue d’enseignement est le français.  

 

注意事項（Notice） 
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■FM894 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語ライティング２ 

(Advanced French Writing 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ブルジュワ，Ｒ．(BOURGEOIS,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Amélioration de la production écrite.  

Préparation aux épreuves écrites du Futsuken 2 kyû et du Delf B1.  

 

Building written production language skills. Preparation for the Futsuken 2 kyû and Delf B1 written exams.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Exercices de grammaire 

Rédactions  

 

Grammar exercises 

Writing assignments  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Présentation 

Exercices: l'interrogation  

2. Ecrire son c.v. 

Exercices: la négation  

3. Ecrire une lettre de candidature 

Exercices: le gérondif et le passif  

4. Test écrit  

5. Argumenter 

Exercices: les prépositions et les verbes de déplacement  

6. Argumenter 2 

Exercices: les relations logiques 

7. Test écrit 

8. Argumenter 3 

Exercices: les prépositions (2)  

9. Argumenter 4 

Exercices: le plus-que-parfait et les périphrases verbales  

10. Test écrit 

11. écrire une petite synthèse 

Exercices: Les hypothèses  

12. Ecrire une lettre de motivation 

Exercices: le subjonctif (1)  

13. Test écrit 

Exercices: le subjonctif (2)  

14. Conseils méthodologiques dans la perspective d'un apprentissage autonome de la langue française.  

Exercices: le subjonctif (3)  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Préparer les exercices 

Lire la leçon 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

随時実施する小テスト(50%)/授業参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jean-Luc Azra. 2013. Ecrire en français. ALMA Editeur (ISBN:978-4-905343-09-7) 

プリントなど。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・Un feed-back sera effectué au cours de la séance suivante. 

・Le présent cours est destiné à des étudiants ayant déjà acquis des compétences en français au moins équivalentes à celles du 

niveau 3 du Futsuken, et qui désirent les développer.  

・Les étudiants effectuent des activités en groupe. 

・La langue d’enseignement est le français.  

 

注意事項（Notice） 
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■FM895 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語リスニング・リーディング１ 

(Advanced French Listening & Reading 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
平賀 裕貴(HIRAGA HIROTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ラジオ録音を教材に用い，時事問題の聞き取りと読解能力の向上を図る。 

仏検準 1 級レベルのリスニング・リーディング能力を身につけることを目指す。 

 

Using radio recordings as course materials, increase your listening comprehension and reading comprehension abilities for 

current issues. 

This course aims for students to develop listening and reading skills for level pre-1 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au 

Français. 

 

授業の内容（Course Contents） 

最新（2019 年）のさまざまな時事問題（政治，経済，文化など）を取り上げたフランスのラジオ局 France Info の番組の CD と音声

転写教材を主に使用し，ナチュラルスピードのフランス語を聞き取り，理解できるようにする。 

授業前半は CD の反復聞き取りを行い，キーワードを拾いながら番組の概要と論旨の展開を全体で把握する。授業後半は，辞

書を使って CD の転写教材の読解を行い，文法・語彙などの補足解説，関連情報の参照を行いながら，授業前半で聞き取った内

容をさらに深く理解する。 

 

Using mainly CDs and audio transcriptions of radio programming from the French radio station “France Info” dealing with a 

variety of current (2019) topics (politics, economy, culture etc.), students listen to and understand French spoken at a natural 

speed. 

In the first half of the class, students repeatedly listen to the CDs, picking up keywords so that they can understand the overall 

program outline and the development of the point of arguments. In the latter half of the class, students read the CD transcripts 

using a dictionary and deepen their understanding of what they heard during the first half of the class while looking up 

supplementary explanations on grammar and vocabulary and related information. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

以下，例として教科書の章のタイトルを順に挙げるが，予習なしにリスニングを行うので，どの章を学ぶかは授業当日に発

表する。 

2. La réforme des retraites（1） 

3. La réforme des retraites（2） 

4. Le Brexit et les entreprises françaises（1） 

5. Le Brexit et les entreprises françaises（2） 

6. La taxe GAFA（1） 

7. La taxe GAFA（2） 

8. Tokyo, ville sûre 

9. Rentrée scolaire et transports 

10. Bordeaux attire les cadres 

11. Le service national universel 

12. Troubles de voisinage à la campagne 

13. Les forêts d’Amazonie 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習範囲や課題は，各授業の終わりに指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度(60%)/最終テストを含む各種テストや提出物(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. Michel Sagaz,. 2019. La radio à lire - le monde qui nous z'entoure, NO.21 / 2019. 欧明社 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・辞書を毎回持参すること。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検３級相当以上のフランス語運用能力を既に有し、それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM896 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語リスニング・リーディング２ 

(Advanced French Listening & Reading 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
平賀 裕貴(HIRAGA HIROTAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ラジオ録音を教材に用い，時事問題の聞き取りと読解能力の向上を図る。 

仏検準 1 級レベルのリスニング・リーディング能力を身につけることを目指す。 

 

Using radio recordings as course materials, increase your listening comprehension and reading comprehension abilities for 

current issues. 

This course aims for students to develop listening and reading skills for level pre-1 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au 

Français. 

 

授業の内容（Course Contents） 

最新（2020 年）のさまざまな時事問題（政治，経済，文化など）を取り上げたフランスのラジオ局 France Info の番組の CD と音声

転写教材を主に使用し，ナチュラルスピードのフランス語を聞き取り，理解できるようにする。 

授業前半は CD の反復聞き取りを行い，キーワードを拾いながら番組の概要と論旨の展開を全体で把握する。授業後半は，辞

書を使って CD の転写教材の読解を行い，文法・語彙などの補足解説，関連情報の参照を行いながら，授業前半で聞き取った内

容をさらに深く理解する。 

 

Using mainly CDs and audio transcriptions of radio programming from the French radio station “France Info” dealing with a 

variety of current (2020) topics (politics, economy, culture etc.), students listen to and understand French spoken at a natural 

speed. 

In the first half of the class, students repeatedly listen to the CDs, picking up keywords so that they can understand the overall 

program outline and the development of the point of arguments. In the latter half of the class, students read the CD transcripts 

using a dictionary and deepen their understanding of what they heard during the first half of the class while looking up 

supplementary explanations on grammar and vocabulary and related information. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

以下，例として過去（2019 年）に用いた教科書の章のタイトルを順に挙げる（秋学期に使用するテキストはシラバス執筆時

点でまだ出版されていないため）。予習なしにリスニングを行うので，どの章を学ぶかは授業当日に発表する。 

2.  Les orgues de Notre-Dame de Paris (1) 

3.  Les orgues de Notre-Dame de Paris (2) 

4. Les Gilets jaunes（１） 

5. Les Gilets jaunes（２） 

6. La fin des paiements enespèces?（１） 

7. La fin des paiements enespèces?（２） 

8. Louer ses meubles（1） 

9. Louer ses meubles（2） 

10. Manger sainement （1） 

11. Manger sainement （2） 

12. Golf : Tiger Woods 

13. Les kokedamas 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習範囲や課題は，各授業の終わりに指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度(60%)/最終テストを含む各種テストや提出物(40%) 

 



 - 372 - 

テキスト（Textbooks） 

1. Michel Sagaz,. 2020. La radio à lire - le monde qui nous z'entoure, NO.22 / 2020. 欧明社 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・辞書を毎回持参すること。 

・授業時に前回授業のフィードバックを行う。 

・レベル：仏検３級相当以上のフランス語運用能力を既に有し、それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に日本語でおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM897 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語演習１ 

(Advanced French 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 秀房(KUROKI HIDEFUSA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語で書かれた文章を理解するための読解力を中心に、仏検準 2 級から 2 級レベルの総合的なフランス語力を身につけ

る。 

 

The objective of this course is for students to acquire French application skills equivalent to level pre-2 to level 2 of the 

Diplôme d'Aptitude Pratique au Français. 

 

授業の内容（Course Contents） 

これまでに習得した文法事項を復習しながら、文化、社会、教育、生活など、さまざまな主題について書かれたテキストを読解し

ていきます。背景となることがらについても説明し、テキスト読解に欠かせないフランス文化・社会に関する幅広い教養を身につ

けてもらいます。読解を中心にすすめていきますが、あわせてリスニングや音読もおこない、総合的なフランス語力の養成をめざ

します。 

 

In this course, students will review the grammar learned so far and be able to read and understand sentences written on a 

variety of subjects. This course aims to help students acquire comprehensive French skills through listening and reading aloud. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 読解 1 

3. 読解 2 

4. 読解 3 

5. 読解 4 

6. 読解 5 

7. 読解 6 

8. 読解 7 

9. 読解 8 

10. 読解 9 

11. 読解 10 

12. 読解 11 

13. 読解 12 

14. テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

当然のことながら、毎回の予習と復習が欠かせません。授業内では、重要な文法事項の復習、読解のポイント、発音、テキストの

背景となることがらに関する説明ののち、練習問題の答え合わせと解説をおこないます。したがって、授業前に教科書の問題を

解いておいてもらうことはもちろんのこと、わからない単語なども調べておいてもらういます。なお、既習の文法事項について不安

がある場合は、各自おさらいをしておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業態度(50%)/テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Liliane LATTANZIO、澤田直、2017、『ヴレマン？ 文法を深めながら発見するフランス 14 章 』、三修社 (ISBN:978-4-384-

23209-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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習熟度の確認のために、小テストをおこなうことがある。また、教科書とはべつに課題を出すことがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FM898 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級フランス語演習２ 

(Advanced French 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
平賀 裕貴(HIRAGA HIROTAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNF3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまなテクストを精読し、今までに獲得したフランス語運用能力をさらに向上させ、仏検 2 級から準 1 級レベルのフランス語運

用能力の獲得を目指す。 

 

The objective of this course is for students to acquire French application skills equivalent to level 2 to level pre-1 of the 

Diplôme d’Aptitude Pratique au Français while studying developmental learning methods through intensive reading of various 

texts.  

 

授業の内容（Course Contents） 

仏検 2 級および準 1 級の過去問を用いて語彙や文法事項を確認し、仏検対策をおこなう。また、仏検 2 級および準 1 級と同程

度の難易度の文章（小説、エッセイ、評論、新聞・雑誌記事等）を読み、フランス社会やフランス文化を理解するために必要な知

識を得る。 

 

Students carefully read various texts with a high level of difficulty (novels, essays, newspapers, magazine articles, etc.) while 

organizing grammar and vocabulary in preparation for level 2 to level pre-1 of the Diplôme d’Aptitude Pratique au Français. Also, 

by learning the context of the text they are dealing with, students are expected to obtain extensive knowledge of French 

culture and society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業計画・方針確認 

2. 仏検 2 級問題演習および講読 

3. 仏検 2 級問題演習および講読 

4. 仏検 2 級問題演習および講読 

5. 仏検 2 級問題演習および講読 

6. 仏検 2 級問題演習および講読 

7. 仏検 2 級問題演習および講読 

8. 仏検準 1 級問題演習および講読 

9. 仏検準 1 級問題演習および講読 

10. 仏検準 1 級問題演習および講読 

11. 仏検準 1 級問題演習および講読 

12. 仏検準 1 級問題演習および講読 

13. 仏検準 1 級問題演習および講読 

14. 授業まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱う文章を事前に読み、訳文を用意し、文法事項について確認しておくこと。授業で指名された際に訳文を発表し、文法事

項に関する質問に答えられるようにしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・辞書を毎回持参すること。 
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・授業時に前回授業のフィードバックをおこなう。 

・レベル：仏検３級相当以上のフランス語運用能力を既に有し、それ以上のレベルの能力の習得を目指す。 

・グループワークの有無：適宜グループワークをおこなう。 

・授業言語：主に日本語でおこなう。  

 

注意事項（Notice） 
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■FN111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語基礎１ 

(Basic Spanish 1) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

※オンライン授業の受講に必要な情報は Blackboardにアップする。必ず初回授業前に

Blackboardを確認すること【4 月 23 日追記】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の基本構造を学び，自己紹介など初歩的な表現力とスペイン語圏の常識を身につける。 

 

Students learn the basic structure of Spanish and acquire elementary expressive skills, such as self-introductions, and general 

knowledge on the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち練習問題，重要表現の反復練習，簡単な作文，自己表現練習などを行う。適宜小テストなどをはさむ。 

 

On basic grammar comprehension, students perform role-playing excercises, learn important expressions and practice simple 

sentence composition and self-introduction. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音 

2. 名詞と冠詞，文の構造 

3. 代名詞（主語)，文の構造，ser と形容詞 

4. スペイン語の be 動詞 

5. 基本動詞の使い分け（ser，estar，hay) 

6. 直説法現在時制の動詞 

7. 直説法現在時制の動詞 

8. 直説法現在時制の動詞 

9. 直説法現在時制の動詞 

10. 直説法現在時制の動詞とその表現 

11. 直説法現在時制の動詞とその表現 

12. 直説法現在時制の動詞とその表現 

13. 目的格代名詞と三人称構文 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習の励行。各担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土井裕文他、『¡Ahora, tú! 君もやってみよう!スペイン語』、朝日出版社 

 

参考文献（Readings） 

『言語履修 HP』参照。まずはよい辞書（必須）。電子辞書の使用は避けること。課外でも積極的にスペイン語に親しもう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年４月に新１年生と一から

やり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語基礎１ 

(Basic Spanish 1) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

※オンライン授業の受講に必要な情報は Blackboardにアップする。必ず初回授業前に

Blackboardを確認すること【4 月 23 日追記】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の基本構造を学び，自己紹介など初歩的な表現力とスペイン語圏の常識を身につける。 

 

Students learn the basic structure of Spanish and acquire elementary expressive skills, such as self-introductions, and general 

knowledge on the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち練習問題，重要表現の反復練習，簡単な作文，自己表現練習などを行う。適宜小テストなどをはさむ。 

 

On basic grammar comprehension, students perform role-playing excercises, learn important expressions and practice simple 

sentence composition and self-introduction. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音 

2. 名詞と冠詞，文の構造 

3. 代名詞（主語)，文の構造，ser と形容詞 

4. スペイン語の be 動詞 

5. 基本動詞の使い分け（ser，estar，hay) 

6. 直説法現在時制の動詞 

7. 直説法現在時制の動詞 

8. 直説法現在時制の動詞 

9. 直説法現在時制の動詞 

10. 直説法現在時制の動詞とその表現 

11. 直説法現在時制の動詞とその表現 

12. 直説法現在時制の動詞とその表現 

13. 目的格代名詞と三人称構文 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習の励行。各担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 四宮瑞枝他、『アクシオン！ 改訂版』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

『言語履修 HP』参照。まずはよい辞書（必須）。電子辞書の使用は避けること。課外でも積極的にスペイン語に親しもう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年４月に新１年生と一から

やり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語基礎１ 

(Basic Spanish 1) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

※オンライン授業の受講に必要な情報は Blackboardにアップする。必ず初回授業前に

Blackboardを確認すること【4 月 23 日追記】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の基本構造を学び，自己紹介など初歩的な表現力とスペイン語圏の常識を身につける。 

 

Students learn the basic structure of Spanish and acquire elementary expressive skills, such as self-introductions, and general 

knowledge on the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち練習問題，重要表現の反復練習，簡単な作文，自己表現練習などを行う。適宜小テストなどをはさむ。 

 

On basic grammar comprehension, students perform role-playing excercises, learn important expressions and practice simple 

sentence composition and self-introduction. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音 

2. 名詞と冠詞，文の構造 

3. 代名詞（主語)，文の構造，ser と形容詞 

4. スペイン語の be 動詞 

5. 基本動詞の使い分け（ser，estar，hay) 

6. 直説法現在時制の動詞 

7. 直説法現在時制の動詞 

8. 直説法現在時制の動詞 

9. 直説法現在時制の動詞 

10. 直説法現在時制の動詞とその表現 

11. 直説法現在時制の動詞とその表現 

12. 直説法現在時制の動詞とその表現 

13. 目的格代名詞と三人称構文 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習の励行。各担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土井裕文他、『¡Ahora, tú! 君もやってみよう!スペイン語』、朝日出版社 

 

参考文献（Readings） 

『言語履修 HP』参照。まずはよい辞書（必須）。電子辞書の使用は避けること。課外でも積極的にスペイン語に親しもう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年４月に新１年生と一から

やり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語基礎１ 

(Basic Spanish 1) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

※オンライン授業の受講に必要な情報は Blackboardにアップする。必ず初回授業前に

Blackboardを確認すること【4 月 23 日追記】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の基本構造を学び，自己紹介など初歩的な表現力とスペイン語圏の常識を身につける。 

 

Students learn the basic structure of Spanish and acquire elementary expressive skills, such as self-introductions, and general 

knowledge on the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち練習問題，重要表現の反復練習，簡単な作文，自己表現練習などを行う。適宜小テストなどをはさむ。 

 

On basic grammar comprehension, students perform role-playing excercises, learn important expressions and practice simple 

sentence composition and self-introduction. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音 

2. 名詞と冠詞，文の構造 

3. 代名詞（主語)，文の構造，ser と形容詞 

4. スペイン語の be 動詞 

5. 基本動詞の使い分け（ser，estar，hay) 

6. 直説法現在時制の動詞 

7. 直説法現在時制の動詞 

8. 直説法現在時制の動詞 

9. 直説法現在時制の動詞 

10. 直説法現在時制の動詞とその表現 

11. 直説法現在時制の動詞とその表現 

12. 直説法現在時制の動詞とその表現 

13. 目的格代名詞と三人称構文 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習の励行。各担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 久住真由他、『アンダレ!』、同学社 

 

参考文献（Readings） 

『言語履修 HP』参照。まずはよい辞書（必須）。電子辞書の使用は避けること。課外でも積極的にスペイン語に親しもう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年４月に新１年生と一から

やり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN191 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語基礎１ 

(Basic Spanish 1) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

※オンライン授業の受講に必要な情報は Blackboardにアップする。必ず初回授業前に

Blackboardを確認すること【4 月 23 日追記】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の基本構造を学び，自己紹介など初歩的な表現力とスペイン語圏の常識を身につける。 

 

Students learn the basic structure of Spanish and acquire elementary expressive skills, such as self-introductions, and general 

knowledge on the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち練習問題，重要表現の反復練習，簡単な作文，自己表現練習などを行う。適宜小テストなどをはさむ。 

 

On basic grammar comprehension, students perform role-playing excercises, learn important expressions and practice simple 

sentence composition and self-introduction. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音 

2. 名詞と冠詞，文の構造 

3. 代名詞（主語)，文の構造，ser と形容詞 

4. スペイン語の be 動詞 

5. 基本動詞の使い分け（ser，estar，hay) 

6. 直説法現在時制の動詞 

7. 直説法現在時制の動詞 

8. 直説法現在時制の動詞 

9. 直説法現在時制の動詞 

10. 直説法現在時制の動詞とその表現 

11. 直説法現在時制の動詞とその表現 

12. 直説法現在時制の動詞とその表現 

13. 目的格代名詞と三人称構文 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習の励行。各担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土井裕文他、『¡Ahora, tú! 君もやってみよう!スペイン語』、朝日出版社 

 

参考文献（Readings） 

『言語履修 HP』参照。まずはよい辞書（必須）。電子辞書の使用は避けること。課外でも積極的にスペイン語に親しもう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年４月に新１年生と一から

やり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語基礎２ 

(Basic Spanish 2) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎 1」を踏まえ，受容・発信両面の幅を広げ，スペイン語圏の歴史・文化・社会に親しむ姿勢を養う。 

 

Standing on “Basic Spanish 1,” students broaden both receptive and expressive skills and cultivate an intimate acquaintance 

with history, culture and society in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち，重要表現の反復練習。既習事項全般を組み合わせ，慣用句や語彙の習得に努める。適宜小テストなどをはさ

む。 

 

On basic grammar comprehension, students practice important expressions and repeat them. Students try to learn useful frases 

and vocabulary by combining all of their previously learned subjects. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 再帰動詞と特殊表現 

2. 分詞を用いた表現 

3. 不定語・否定語 

4. 直説法過去時制の動詞 

5. 直説法過去時制の動詞 

6. 直説法過去時制の動詞 

7. 直説法過去時制の動詞 

8. 直説法過去時制の動詞とその表現 

9. 直説法過去時制の動詞とその表現 

10. 直説法過去時制の動詞とその表現 

11. その他の動詞表現 

12. その他の動詞表現 

13. その他の動詞表現 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少の前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「基礎 1」の内容を開講前によく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土井裕文他、『¡Ahora, tú! 君もやってみよう!スペイン語』、朝日出版社 

 

参考文献（Readings） 

「基礎１」の項を参照。電子辞書の使用は避けること。地図・年表を活用してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年９月に新１年生のクラス

でやり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語基礎２ 

(Basic Spanish 2) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎 1」を踏まえ，受容・発信両面の幅を広げ，スペイン語圏の歴史・文化・社会に親しむ姿勢を養う。 

 

Standing on “Basic Spanish 1,” students broaden both receptive and expressive skills and cultivate an intimate acquaintance 

with history, culture and society in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち，重要表現の反復練習。既習事項全般を組み合わせ，慣用句や語彙の習得に努める。適宜小テストなどをはさ

む。 

 

On basic grammar comprehension, students practice important expressions and repeat them. Students try to learn useful frases 

and vocabulary by combining all of their previously learned subjects. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 再帰動詞と特殊表現 

2. 分詞を用いた表現 

3. 不定語・否定語 

4. 直説法過去時制の動詞 

5. 直説法過去時制の動詞 

6. 直説法過去時制の動詞 

7. 直説法過去時制の動詞 

8. 直説法過去時制の動詞とその表現 

9. 直説法過去時制の動詞とその表現 

10. 直説法過去時制の動詞とその表現 

11. その他の動詞表現 

12. その他の動詞表現 

13. その他の動詞表現 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少の前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「基礎 1」の内容を開講前によく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 四宮瑞枝他、『アクシオン！ 改訂版』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

「基礎１」の項を参照。電子辞書の使用は避けること。地図・年表を活用してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年９月に新１年生のクラス

でやり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN261 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語基礎２ 

(Basic Spanish 2) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎 1」を踏まえ，受容・発信両面の幅を広げ，スペイン語圏の歴史・文化・社会に親しむ姿勢を養う。 

 

Standing on “Basic Spanish 1,” students broaden both receptive and expressive skills and cultivate an intimate acquaintance 

with history, culture and society in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち，重要表現の反復練習。既習事項全般を組み合わせ，慣用句や語彙の習得に努める。適宜小テストなどをはさ

む。 

 

On basic grammar comprehension, students practice important expressions and repeat them. Students try to learn useful frases 

and vocabulary by combining all of their previously learned subjects. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 再帰動詞と特殊表現 

2. 分詞を用いた表現 

3. 不定語・否定語 

4. 直説法過去時制の動詞 

5. 直説法過去時制の動詞 

6. 直説法過去時制の動詞 

7. 直説法過去時制の動詞 

8. 直説法過去時制の動詞とその表現 

9. 直説法過去時制の動詞とその表現 

10. 直説法過去時制の動詞とその表現 

11. その他の動詞表現 

12. その他の動詞表現 

13. その他の動詞表現 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少の前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「基礎 1」の内容を開講前によく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土井裕文他、『¡Ahora, tú! 君もやってみよう!スペイン語』、朝日出版社 

 

参考文献（Readings） 

「基礎１」の項を参照。電子辞書の使用は避けること。地図・年表を活用してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年９月に新１年生のクラス

でやり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN271 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語基礎２ 

(Basic Spanish 2) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎 1」を踏まえ，受容・発信両面の幅を広げ，スペイン語圏の歴史・文化・社会に親しむ姿勢を養う。 

 

Standing on “Basic Spanish 1,” students broaden both receptive and expressive skills and cultivate an intimate acquaintance 

with history, culture and society in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち，重要表現の反復練習。既習事項全般を組み合わせ，慣用句や語彙の習得に努める。適宜小テストなどをはさ

む。 

 

On basic grammar comprehension, students practice important expressions and repeat them. Students try to learn useful frases 

and vocabulary by combining all of their previously learned subjects. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 再帰動詞と特殊表現 

2. 分詞を用いた表現 

3. 不定語・否定語 

4. 直説法過去時制の動詞 

5. 直説法過去時制の動詞 

6. 直説法過去時制の動詞 

7. 直説法過去時制の動詞 

8. 直説法過去時制の動詞とその表現 

9. 直説法過去時制の動詞とその表現 

10. 直説法過去時制の動詞とその表現 

11. その他の動詞表現 

12. その他の動詞表現 

13. その他の動詞表現 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少の前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「基礎 1」の内容を開講前によく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 久住真由他、『アンダレ!』、同学社 

 

参考文献（Readings） 

「基礎１」の項を参照。電子辞書の使用は避けること。地図・年表を活用してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年９月に新１年生のクラス

でやり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN291 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語基礎２ 

(Basic Spanish 2) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎 1」を踏まえ，受容・発信両面の幅を広げ，スペイン語圏の歴史・文化・社会に親しむ姿勢を養う。 

 

Standing on “Basic Spanish 1,” students broaden both receptive and expressive skills and cultivate an intimate acquaintance 

with history, culture and society in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち，重要表現の反復練習。既習事項全般を組み合わせ，慣用句や語彙の習得に努める。適宜小テストなどをはさ

む。 

 

On basic grammar comprehension, students practice important expressions and repeat them. Students try to learn useful frases 

and vocabulary by combining all of their previously learned subjects. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 再帰動詞と特殊表現 

2. 分詞を用いた表現 

3. 不定語・否定語 

4. 直説法過去時制の動詞 

5. 直説法過去時制の動詞 

6. 直説法過去時制の動詞 

7. 直説法過去時制の動詞 

8. 直説法過去時制の動詞とその表現 

9. 直説法過去時制の動詞とその表現 

10. 直説法過去時制の動詞とその表現 

11. その他の動詞表現 

12. その他の動詞表現 

13. その他の動詞表現 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少の前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「基礎 1」の内容を開講前によく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土井裕文他、『¡Ahora, tú! 君もやってみよう!スペイン語』、朝日出版社 

 

参考文献（Readings） 

「基礎１」の項を参照。電子辞書の使用は避けること。地図・年表を活用してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年９月に新１年生のクラス

でやり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN701 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語中級１                    新座(Niiza) 

(Intermediate Spanish 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
タランコ，Ｄ．(TARANCO,DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主な目標は１年次に学習したスペイン語の知識を定着させ，会話力と理解力を高めることです。 

 

The main objective is to reinforce the grammar and structures learned during the previous year and to improve the 

conversational and comprehension capacity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回一つのテーマを取り上げます。内容を理解し、文法や用語を身につけた上で、会話をします。 

１．自分の家族、大学、住んでいる地域、趣味、日常生活について紹介します。 

２．来日する観光客に対して、日本の魅力や交通手段などの説明を皆で考えます。 

３．ペアでお互いに誘い合う会話を作ったり、グループで旅の計画を立てたりします。 

 

Each class deals with a single theme. Once students understand the contents and learn the grammar and terminology, they 

engage in conversation. 

1. Introduce your family, your university, the place you live, your hobbies and daily life. 

2. Explain Japanese culture and daily life from the viewpoint of a tourist visiting the country for the first time. 

3. Work in pairs. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Presentación. 

2. Mi familia/mis amigos. 

3. Mi casa/mi barrio. 

4. Mi universidad. 

5. Mis aficiones. 

6. ¿Qué haces normalmente? 

7. Repaso y test. 

8. ¿Qué atractivos tiene Japón para los turistas extranjeros? 

9. Comparaciones: 

1. Japón vs. otro país. 

2. Tokio vs. otra ciudad. 

10. El transporte en Tokio. 

11. Hacemos un plan de viaje. 

12. Ocio: Cine, conciertos, teatro, exposiciones, deporte, etc. 

13. Reglas en los lugares públicos: tren, biblioteca, cine, etc. 

14. Repaso y test. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内ワーク(40%)/小テスト＆プレゼンテーション(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/ 

http://elpais.com/ 

http://www.elmundo.es/ 

http://www.rtve.es/ 

http://www.clarin.com/ 

http://www.eluniversal.com.mx/ 

http://elcomercio.pe/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FN703 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語中級２                    新座(Niiza) 

(Intermediate Spanish 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
タランコ，Ｄ．(TARANCO,DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主な目標は１年次に学習したスペイン語の知識を定着させ、会話力と理解力を高めることです。 

過去形を駆使し、接続法を使いながら、さらにコミュニケーション力を深めます。 

 

The main objective is to reinforce the grammar and structures learned during the previous year and to improve the 

conversational and comprehension capacity. 

Students develop good command of the past tense and deepen their communication skills while using the subjunctive mode. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回一つのテーマを取り上げます。内容を理解し、文法や用語を身につけた上で、会話をします。 

１．過去形を使い分け、過去の出来事や経験、幼い時の思い出を紹介します。 

２．来日する観光客に対して、日本の文化を紹介し、旅のアドバイスを皆で考えます。 

３．接続法を使い、希望、仮定、苦情などを表します。 

 

Each class deals with a single theme. Once students understand the contents and learn the grammar and terminology, they 

engage in conversation. 

1. Talk about past events, experiences, and memories from your childhood. 

2. Introduce Japanese culture and give travel advice for tourists visiting Japan. 

3. Using the subjunctive mode, express your wishes, assumptions and grievances. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ¿Qué has hecho en las vacaciones de verano? 

2. ¿Qué hiciste ayer? 

3. ¿Cómo eras de niño? ¿Qué hacías? ¿Qué te gustaba? 

4. Mi biografía. 

5. Consejos. 

6. Recomendaciones de viaje para un turista en Japón. 

7. Repaso y test. 

8. ¿Cómo son los japoneses? 

¿Cómo son los españoles? 

9. 接続法 

¡Eso no me gusta! 

Me molesta que... 

10. 接続法 

Mis deseos: Quiero que..., espero que... 

11. 接続法 

A: ¿Es posible que llueva? 

B: Yo creo que no va a llover. 

A: Pero es posible que llueva. 

12. 接続法 

A: ¿Qué tengo que hacer para aprobar el examen? 

B: Es necesario que estudies. 

13. 接続法 

Una entrevista de trabajo. 

14. Repaso y test. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内ワーク(40%)/小テスト＆プレゼンテーション(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/ 

http://elpais.com/ 

http://www.elmundo.es/ 

http://www.rtve.es/ 

http://www.clarin.com/ 

http://www.eluniversal.com.mx/ 

http://elcomercio.pe/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FN705 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード１                新座(Niiza) 

(Intermediate Spanish 1 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
藺牟田 陽子(IMUTA YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語基礎１と２で学んだことを復習しながらスペイン語を正しく読み書き出来るようになることを目指します。 

 

Review basic Spanish grammar that you have already learnt while acquiring commands of more refined expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に再帰動詞、 現在完了、 未来形、 線過去、点過去、命令形、接続法現在を扱います。  

 

The main grammar items dealt with are reflexive verbs, present perfect tense, future tense, past imperfect, preterite past, 

imperative and subjunctive present. The class is guided by the phases  of the textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、直説法現在復習 

2. 直説法現在復習、直説法未来、目的格人称代名詞、関係代名詞 que 

3. 直説法点過去、再帰動詞 

4. 直説法点過去、直説法現在完了 

5. 直説法線過去、点過去と線過去の使い分け 

6. 直説法過去完了、ser受動態 

7. 春学期これまでの復習 

8. 直説法過去未来 

9. 命令形 

10. 命令形 

11. 現在進行形、接続法現在 

12. 接続法現在 

13. 春学期復習 

14. 春学期期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各課の読みものとスキットに出てくる単語は必ず事前に調べておきましょう。また、その日扱った授業内容をもう一度復習し、分か

らない部分はそのままにせず、次回の授業で質問するようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(Midterm Test)(30%)/積極的な授業参加 (class participation)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 西川喬、2015、『基礎から学ぼう！スペイン語中級』、朝日出版社 (ISBN:9784255550749) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 



 - 394 - 

■FN706 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード２                新座(Niiza) 

(Intermediate Spanish 2 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
久住 真由(KUSUMI MAYU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語でコミュニケーションができるようになる 

 

To be able to communicate in Spanish. 

 

授業の内容（Course Contents） 

初年度に学んだスペイン語の文法を復習しながら、メキシコ人のスペイン語を聞き、リピートすることでスペイン語を学び直す。 

 

Increased practice on oral performance repeating the Spanish phrases recorded by a native speaker, with review of the 

essentials of grammar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 語彙の復習と確認 

2. アルファベットなど発音の復習 

3. Lección 1 名詞、冠詞、形容詞 

4. Lección 1 指示詞、所有詞 

5. Lección 2  ser, estar 

6. Lección 2  hay 

7. Lección 3  AR動詞 

8. Lección 4  ER 動詞 

9. Lección 4  IR 動詞 

10. Lección 5  salir, conocer, saber, hacer, etc. 

11. Lección 5 目的格人称代名詞 

12. Lección 6  gustar 型動詞 

13. Lección 6 不特定語と否定語 

14. Repaso 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

音源を同学社のホームページからダウンロードし、何度も聞きリピートすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(20%)/実技テスト(20%)/授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Mayu Kusumi. 2020. Escuchar, repetir, y ya. 同学社 (ISBN:9784810204407) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FN707 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード３                新座(Niiza) 

(Intermediate Spanish 3 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
藺牟田 陽子(IMUTA YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語スタンダード１で学んだことをもとに、スペイン語を運用する力をつけることを目指します。 

 

Review the basic Spanish grammar so as to  refine the  expressing ability. 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に点過去および線過去の復習、命令形、接続法の基礎概念、接続法現在形、 接続法過去形、 過去完了、 条件文を扱いま

す。 

 

The main grammar contents are the review on the preterite past and past imperfect, the basic concepts of imperative form and 

the basic concept of subjunctive mood itself., the subjunctive mood of the present and the past tense, past perfect tense, 

conditional form and conditional statements. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、春学期復習(直説法点過去、線過去、接続法現在) 

2. 春学期復習(接続法現在、命令形) 

3. 接続法現在 

4. 接続法現在 

5. 接続法現在 名詞節での用法 

6. 接続法現在 関係代名詞節における用法 

7. 秋学期これまでの復習 

8. 現在分詞構文、接続法現在 副詞節における用法 

9. 接続法過去 

10. 接続法過去、過去完了 

11. 条件文 

12. 条件文 

13. 秋学期復習 

14. 秋学期期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各課の読みものとスキットに出てくる単語は必ず事前に調べておきましょう。また、その日扱った授業内容をもう一度復習し、分か

らない部分はそのままにせず、次回の授業で質問するようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(Midterm Test)(30%)/積極的な授業参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 西川喬、2015、『基礎から学ぼう！スペイン語中級』、朝日出版社 (ISBN:9784255550749) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 
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注意事項（Notice） 
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■FN708 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード４                新座(Niiza) 

(Intermediate Spanish 4 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
久住 真由(KUSUMI MAYU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語でコミュニケーションができるようになる 

 

To be able to communicate in Spanish. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前期に続き、メキシコ人のスペイン語を聞き、リピートすることでスペイン語を学び直す。また、インターネット動画や DVD を見て、

実際に使われているスペイン語を学ぶ。 

 

Increased practice on oral performance repeating the Spanish phrases recorded by a native speaker, with review of the 

essentials of grammar. Also some watching DVD and Internet movies is provided to acquire the living Spanish. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Lección 7 語根母音変化動詞 pensar, cerrar,  etc. 

2. Lección 7 語根母音変化動詞 pedir, servir, etc. 

3. Lección 8 語根母音変化動詞 poder, dormir, etc. 

4. Lección 8  gustar 型動詞 

5. Lección 9 完全に不規則な変化をする動詞 

6. Lección 9 再帰動詞 

7. Lección 10 点過去 基本形 

8. Lección 10  点過去 3 人称のみ注意が必要な活用 

9. Lección 11 点過去 語根が不規則な活用 

10. Lección 11 点過去 かなり不規則な活用 

11. Lección 12 線過去 活用形 

12. Lección 12 点過去と線過去 

13. Repaso 映画などのディクテーション 

14. Repaso 映画などのディクテーション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

音源を同学社のホームページからダウンロードし、何度も聞きリピートすること。 

その他、スペイン語での映画や歌で、興味の持てるものを探そう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(20%)/実技テスト(20%)/授業参加率(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Mayu Kusumi. 2020. Escuchar, repetir, y ya. 同学社 (ISBN:9784810204407) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FN711 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語コミュニケーション１           新座(Niiza) 

(Advanced Spanish Communication 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
山浦 アンヘラ(YAMAURA,ANGELA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

El objetivo de este curso es perfeccionar el uso del español y aprender sobre temas sociales, educativos, políticos y culturales 

del mundo del español. 

 

The aim of this course is to improve students’ use of Spanish and to learn about social, educational, political and cultural issues 

in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Este es un curso enfocado en actividades comunicativas, las cuales permitirán reforzar y ampliar los conocimientos adquiridos 

hasta ahora por los alumnos. 

 

This class is focused on communicative activities, which will reinforce and expand the knowledge acquired so far by students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Nos presentamos. El mundo del español. 

2. El curso pasado. Un curso de español en Bogotá. 

3. Mi familia. Cuando era niño. 

4. Mis amigos. Tipos de familia. 

5. Mi vida antes y ahora. Todo estaba cerca. 

6. En el metro. Mi barrio. 

7. Mi tiempo libre. Problemas de pareja. 

8. ¿Por qué no vamos al cine? Salir por la noche. 

9. Fui de viaje a...Planeamos un viaje. 

10. Las últimas vacaciones. 

11. En una feria del mundo hispano. En una barbacoa. 

12. Hábitos alimentarios de los universitarios colombianos. 

13. Preparación para presentación. 

14. Presentación. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/授業への参加度，積極性(30%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中にコピーを配ります。 

 

参考文献（Readings） 

1. Juan Carlos Moyano López. Carlos García Ruiz-Castillo. Yoshimi Hiroyasu.. 2019. Muy bien 2. Asahi (978-4-255-55106-7 

C1087) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 
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Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN712 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語コミュニケーション２           新座(Niiza) 

(Advanced Spanish Communication 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
山浦 アンヘラ(YAMAURA,ANGELA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Mejorar el nivel de comunicación en español a través de actividades que permitan conocer diferentes aspectos de la cultura 

hispanoamericana. 

 

Improve the level of communication in Spanish by using activities that allow students to learn about different aspects of 

Hispano-American culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Este es un curso enfocado en actividades comunicativas, las cuales permitirán reforzar y ampliar los conocimientos adquiridos 

hasta ahora por los alumnos. 

 

This class is focused on communicative activities, which will reinforce and expand the knowledge acquired so far by students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Planes. El trabajo. 

2. Mi futuro. Proyectos para el futuro. 

3. ¿Quieres venir a mi casa? En una fiesta. 

4. Vida social. 

5. Vida de una estudiante japonesa en España. 

6. Opiniones. 

7. Bienvenidos a nuestra universidad. 

8. Así éramos y así somos, cambios en España. 

9. Hacia una sociedad mejor. 

10. Deportes y aficiones. 

11. Hablemos de deportes. 

12. Terminando el curso. Amigos. El español y yo. 

13. Preparación para presentación. 

14. Presentación. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/授業への参加度，積極性(30%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中にコピーを配ります。 

 

参考文献（Readings） 

1. Juan Carlos Moyano López. Carlos García Ruiz-Castillo. Yoshimi Hiroyasu.. 2019. Muy bien 2. Asahi (978-4-255-55106-7 

C1087) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 
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deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN713 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語ライティング１              新座(Niiza) 

(Advanced Spanish Writing 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 沙恵子(TAKAHASHI SAEKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・これまで学習してきた文法知識の確認と定着を図る 

・語彙や成句表現力を向上させる 

・（必要ならば辞書を活用して）スペイン語のテキストを正確に読み取れるようになる 

・スペイン語で自分の意見を書くことができるようになる 

 

On this course you will learn how to write a summary and your opinions reading some texts in Spanish.  

You will also review and enrich the grammatical knowledge that you have learned already, and improve your vocabulary and 

phrases in Spanish. 

 

授業の内容（Course Contents） 

スペイン語圏と日本の文化的テーマを扱ったテキストを用いて、既習文法事項の確認をしながら精読を行い、最後にテキストの要

旨および自分の考えも加えた作文をし、表現力を鍛えていく。 

学期後半には、これまで扱ったテーマに関連するテキストを各自で探し、同様に精読、要旨・意見の作文をした上で口頭発表す

る。 

「書く」能力のみを鍛えるのではなく、「読む」、「話す」、「聞く」能力も合わせた 4 技能を同時に活用することにより、スペイン語運

用能力のさらなる向上を目指す。 

 

You will learn how to express yourselves reading some texts about the Hispanic and Japanese cultures. You will read the texts 

accurately and fluently. After reviewing the grammar and vocabulary, you need to write an essay including the summary of the 

text and your opinions. 

 

In the second half of the semester, you will also give an oral presentation. 

 

You will imporove not only the writing skill but also all four skills, listening, speaking, reading and writing on this course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 表現力向上のための読解 １（言語について） 

3. 作文練習 １ 

4. 表現力向上のための読解 ２（食文化について） 

5. 作文練習 ２ 

6. 表現力向上のための読解 ３（生活習慣について） 

7. 作文練習 ３ 

8. 表現力向上のための読解 ４（観光について） 

9. 作文練習 ４ 

10. 表現力向上のための読解 ５（行事・祭りについて） 

11. 作文練習 ５ 

12. 総合演習 

13. 総合演習 

14. 総合演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・テキストの読解 

・作文 

・その他関連テーマについての調査など 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加度(10%)/リアクションペーパー(10%) 
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テキスト（Textbooks） 

プリント配付。また各自持ち寄り。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN714 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語ライティング２              新座(Niiza) 

(Advanced Spanish Writing 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 沙恵子(TAKAHASHI SAEKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・これまで学習してきた文法知識の確認と定着を図る 

・語彙や成句表現力を向上させる 

・（必要ならば辞書を活用して）スペイン語のテキストを正確に読み取れるようになる 

・スペイン語で自分の意見を言うことができるようになる 

 

On this course you will learn how to write a summary and your opinions reading some texts in Spanish.  

You will also review and enrich the grammatical knowledge that you have learned already, and improve your vocabulary and 

phrases in Spanish. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期同様、スペイン語圏と日本の文化的テーマのテキストを用いて、既習文法事項の確認をしながら精読を行い、最後にテキ

ストの要旨および自分の考えも加えた作文をし、表現力を鍛えていく。 

秋学期は、各自が興味のあるテーマを決めて、それに関連するテキストを探し、テキストの精読、要旨・意見の作文をした上で口

頭発表する（読解テーマ１は、高橋が担当）。 

学期後半には、それまでに扱ったテーマを作文を振り返りながら、誤用の分析などを行い、弱点の克服を目指す。 

「書く」能力のみを鍛えるのではなく、「読む」、「話す」、「聞く」能力も合わせた 4 技能を同時に活用することにより、スペイン語運

用能力のさらなる向上を目指す。 

 

Just like in the spring semester, you will learn how to express yourselves reading some texts about the Hispanic and Japanese 

cultures. You will read the texts accurately and fluently. After reviewing the grammar and vocabulary, you need to write an 

essay including the summary of the text and your opinions. 

. 

In the fall semester, each student decides which theme they are interested in and gives an oral presentation about that.  (The 

first reading theme will be decided by Takahashi). 

 

In the second half of the semester, we will see our essays all together. 

 

You will imporove not only the writing skill but also all four skills, listening, speaking, reading and writing on this course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 読解テーマ １ 

3. 作文練習 １ 

4. 読解テーマ ２ 

5. 作文練習 ２ 

6. 読解テーマ ３ 

7. 作文練習 ３ 

8. 読解テーマ ４ 

9. 作文練習 ４ 

10. 読解テーマ  ５ 

11. 作文練習 ５ 

12. 総合演習 

13. 総合演習 

14. 総合演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・テキストの読解 

・作文 

・その他関連テーマについての調査など 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加度(10%)/リアクションペーパー(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配付。また各自持ち寄り。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN715 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語リスニング・リーディング１        新座(Niiza) 

(Advanced Spanish Listening & Reading 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
タランコ，Ｄ．(TARANCO,DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. Comprender mejor los textos. 

2. Entender informaciones de la radio y la televisión. 

3. Ampliar el vocabulario. 

4. Explicar partes de la cultura japonesa en español. 

 

主な目的は読解力やコミュニケーション力を高め、自分の意見を述べる能力をつけることです。 

 

1. Comprender mejor los textos. 

2. Entender informaciones de la radio y la televisión. 

3. Ampliar el vocabulario. 

4. Explicar partes de la cultura japonesa en español. 

 

Students should improve their reading comprehension and communication skills and be encouraged to freely express their 

opinions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1. Lectura de artículos de periódico. 

2. Noticias de radio y televisión. 

3. Ejercicios de vocabulario y repaso de gramática. 

4. Práctica de comunicación. 

 

毎回よく話題に上る今日的テーマについて紹介します。新聞記事を読んだり、映像を見たり、音声を聞いたりして内容への理解を

深め、用語を身につけた後、会話活動を行います。 

 

1. Lectura de artículos de periódico. 

2. Noticias de radio y televisión. 

3. Ejercicios de vocabulario y repaso de gramática. 

4. Práctica de comunicación. 

 

A different subject will be brought up in class every week. We’ll be using real news. 

Students will read newspaper articles, watch videos, and listen to radio programs in order to deepen their understanding. They 

will engage in discussions and write small reports as well. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 1. Presentación. 

2. ¿Qué es el "hanami"? 

2. 1. Los jóvenes en España. 

2. ¿Cómo son los jóvenes en Japón? 

3. Los nuevos partidos políticos en España. 

4. 1. ¿Les interesa la política a los jóvenes japoneses? 

2. ¿Qué es "Golden Week"? 

5. Tsunamis y terremotos: Cooperación Chile-Japón. 

6. La medicina. 
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7. 1. España en el exterior. 

2. Japón en el exterior (tecnología, manga, anime, J-Pop, etc.). 

8. La comida y la alimentación. 

9. ¿Qué es el "washoku"? 

10. 1. La familia. 

2. Problemas sociales: 少子化、高齢化社会, etc. 

11. Deporte: Tokio 1964 vs. Tokio 2020. 

12. クールビズ、梅雨, etc. 

13. Test de comprensión lectora/auditiva. 

Test de vocabulario. 

14. Presentación. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Es importante tener interés por el mundo de la comunicación y participar activamente durante la clase. Es posible que haya 

cambios en el orden de los temas según el desarrollo de la clase. 

 

ニュースに対して興味を持ち、積極的に授業に参加する学生が望ましい。 

状況に応じて、扱うテーマの内容を調整していきます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内ワーク(40%)/最終テスト(Final Test)(30%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

 

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/ 

http://elpais.com/ 

http://www.elmundo.es/ 

http://www.rtve.es/ 

http://www.clarin.com/ 

http://www.eluniversal.com.mx/ 

http://elcomercio.pe/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FN716 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語リスニング・リーディング２        新座(Niiza) 

(Advanced Spanish Listening & Reading 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
タランコ，Ｄ．(TARANCO,DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. Comprender mejor los textos. 

2. Entender informaciones de la radio y la televisión. 

3. Ampliar el vocabulario. 

4. Explicar partes de la cultura japonesa en español. 

 

主な目的は読解力やコミュニケーション力を高め、自分の意見を述べる能力をつけることです。 

 

1. Comprender mejor los textos. 

2. Entender informaciones de la radio y la televisión. 

3. Ampliar el vocabulario. 

4. Explicar partes de la cultura japonesa en español. 

 

Students should improve their reading comprehension and communication skills and be encouraged to freely express their 

opinions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1. Lectura de artículos de periódico. 

2. Noticias de radio y televisión. 

3. Ejercicios de vocabulario y repaso de gramática. 

4. Práctica de comunicación. 

 

毎回よく話題に上る今日的テーマについて紹介します。新聞記事を読んだり、映像を見たり、音声を聞いたりして内容への理解を

深め、用語を身につけた後、会話活動を行います。 

 

1. Lectura de artículos de periódico. 

2. Noticias de radio y televisión. 

3. Ejercicios de vocabulario y repaso de gramática. 

4. Práctica de comunicación. 

 

A different subject will be brought up in class every week. We’ll be using real news. 

Students will read newspaper articles, watch videos, and listen to radio programs in order to deepen their understanding. They 

will engage in discussions and write short reports as well. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 1. Presentación. 

2. ¿Qué es un "matsuri"? 

2. Las relaciones entre Cuba y Japón. 

3. Modales en el tren. 

4. 1. El deporte en las escuelas. 

2. ¿Qué es el "undokai"? 

5. Refugiados/inmigrantes en España. 

6. 1. Los toros. 

2. Fiestas tradicionales con animales en Japón. 

7. 1. Test. 
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2. Presentación. 

8. 1. El idioma español en el mundo. 

2. ¿Qué son los "kanjis"? 

9. 1. La evolución de la lengua. 

2. Onomatopeyas. 

10. 1. Nadal y Federer. 

2. El deporte en Japón (sumo, béisbol, fútbol, artes marciales, etc.). 

11. Compañías japonesas en México. 

12. Costumbres de fin de año y Año Nuevo. 

13. Test de comprensión lectora/auditiva. 

Test de vocabulario.  

14. Presentación. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Es importante tener interés por el mundo de la comunicación y participar activamente durante la clase. Es posible que haya 

cambios en el orden de los temas según el desarrollo de la clase. 

 

ニュースに対して興味を持ち、積極的に授業に参加する学生が望ましい。 

状況に応じて、扱うテーマの内容を調整していきます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内ワーク(40%)/最終テスト(Final Test)(30%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

 

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/ 

http://elpais.com/ 

http://www.elmundo.es/ 

http://www.rtve.es/ 

http://www.clarin.com/ 

http://www.eluniversal.com.mx/ 

http://elcomercio.pe/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FN717 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語演習１                  新座(Niiza) 

(Advanced Spanish 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
モンターニョ(MONTAÑO MUÑOZ,J. A.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Adquirir confianza en el uso oral del español y desarrollar destrezas comunicativas en el idioma. Profundizar en el conocimiento 

de la cultura y sociedad de los diversos países de habla hispana. 

 

自信を持ってスペイン語を話すことができるようになることを目指し、スペイン語でのコミュニケーション能力を発展させていきま

す。また、スペイン語圏の文化や社会についての知識も深めます。 

 

The goal of this course is to acquire confidence in speaking Spanish and develop communication skills in the language. 

Additionally, you will deepen your knowledge of the culture and society of the different Spanish-speaking countries. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Se repasarán y practicarán los conocimientos del idioma español adquiridos en los cursos previos. Usando diferentes soportes 

(audiovisuales, cuentos, cómic…) se presentarán temas diversos y se introducirán aspectos socio-culturales de los países de 

habla hispana. Se aprenderá a comprender el lenguaje propio de cada uno de los soportes y a desarrollar y expresar opiniones 

respecto a los contenidos. 

 

これまで学習してきたスペイン語の知識を演習によって定着させます。様々な資料（新聞記事、漫画、ビデオなど）と様々な話題

から、スペイン語圏の社会・文化的側面を紹介していきます。資料の読み方を理解し、内容に関する意見を表現することを学びま

す。 

 

Practice using the knowledge of Spanish language you have acquired in previous courses. The course will use different media 

(audiovisual, short stories, comic books…) to present a variety of topics and to introduce socio-cultural aspects of Spanish-

speaking countries. Students will learn to understand the language of each type of media and to develop and express opinions 

on their content. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Clase de presentación y orientación  

2. ¿Cómo aprender el español?: motivaciones, estrategias y recursos de estudio  

3. Descripción de personajes, lugares y situaciones 

4. Pretérito indefinido 

5. Pretérito perfecto 

6. Pretérito imperfecto 

7. Cuentos populares (combinación de pasados) 

8. Cuentos populares (combinación de pasados) 

9. Comparativos y superlativos 

10. Presentaciones individuales  

11. Presentaciones individuales  

12. Presentaciones individuales 

13. Repaso final 

14. Test final 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Se asignarán breves tareas obligatorias semanalmente, que servirán como preparación para la clase siguiente. 

 

次の授業のための準備にあたる、簡単な課題が毎週あります。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(15%)/最終レポート(Final Report)(5%)/個人発表 Presentación individual(20%)/課題 Deberes(20%)/授業へ

の参加度・積極性 Participación activa en clase(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN718 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語演習２                  新座(Niiza) 

(Advanced Spanish 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
モンターニョ(MONTAÑO MUÑOZ,J. A.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Adquirir confianza en el uso oral del español y desarrollar destrezas comunicativas en el idioma. Profundizar en el conocimiento 

de la cultura y sociedad de los diversos países de habla hispana. 

 

自信を持ってスペイン語を話すことができるようになることを目指し、スペイン語でのコミュニケーション能力を発展させていきま

す。また、スペイン語圏の文化や社会についての知識も深めます。 

 

The goal of this course is to acquire confidence in speaking Spanish and develop communication skills in the language. 

Additionally, you will deepen your knowledge of the culture and society of the different Spanish-speaking countries. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Se repasarán y practicarán los conocimientos del idioma español adquiridos en los cursos previos. Usando diferentes soportes 

(audiovisuales, cuentos, cómic…) se presentarán temas diversos y se introducirán aspectos socio-culturales de los países de 

habla hispana. Se aprenderá a comprender el lenguaje propio de cada uno de los soportes y a desarrollar y expresar opiniones 

respecto a los contenidos. 

 

これまで学習してきたスペイン語の知識を演習によって定着させます。様々な資料（新聞記事、漫画、ビデオなど）と様々な話題

から、スペイン語圏の社会・文化的側面を紹介していきます。資料の読み方を理解し、内容に関する意見を表現することを学びま

す。 

 

Practice using the knowledge of Spanish language you have acquired in previous courses. The course will use different media 

(audiovisual, short stories, comic books…) to present a variety of topics and to introduce socio-cultural aspects of Spanish-

speaking countries. Students will learn to understand the language of each type of media and to develop and express opinions 

on their content. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Clase de presentación y orientación 

2. Repaso de pasados (pretérito indefinido, perfecto e imperfecto) 

3. Diminutivos y aumentativos 

4. Descripción de lugares y situaciones 

5. Subjuntivo 

6. Halloween 

7. Refranes 

8. Presentaciones individuales 

9. Presentaciones individuales 

10. Presentaciones individuales 

11. La Navidad 

12. Deseos de año nuevo 

13. Repaso final 

14. Test final 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Se asignarán breves tareas obligatorias semanalmente, que servirán como preparación para la clase siguiente. 

 

次の授業のための準備にあたる、簡単な課題が毎週あります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終テスト(Final Test)(15%)/最終レポート(Final Report)(5%)/個人発表 Presentación individual(20%)/課題  Deberes(20%)/授業へ

の参加度・積極性 Participación activa en clase(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

El material necesario se entrega durante la clase. 

 

授業中に適宣指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN720 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

言語情報処理論（スペイン語）              新座(Niiza) 

(Information processing and language(Spanish)) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 杏子(WADA KYOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

パソコンやスマートフォンでのスペイン語入力やメールの書き方、インターネットを活用したスペイン語学習法を身につける。 

 

The course aims to develop skills with which you can use the Spanish language on the Internet, typing, writing e-mails, and 

learning the language with them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずは、スペイン語でのタイピングやメールの形式など、スペイン語話者とのコミュニケーションを取るための方法を学ぶ。その

後、スペイン語で書かれた記事の講読を通して基本的な情報処理用語やインターネット利用上の諸注意事項を確認したうえで、

実際にネットを利用して様々なスペイン語に触れる。 

 

First of all, the students will learn typing and the forms of writing messages in Spanish with computers and smartphones. Then 

we will read some articles in Spanish with the purpose of getting knowledge about Information Processing and precautions when 

using the Internet. At the end of the semester, you will be able to improve your Spanish learning skills utilizing the Internet on 

your own. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. スペイン語入力の方法 

3. スペイン語でメールを書く 

4. チャットボットとスペイン語で会話する 

5. スペイン語講読①：アカウント管理について 

6. スペイン語講読②：サイバー犯罪について 

7. スペイン語講読③：SNSについて 

8. スペイン語講読④：予備日 

9. ネットを使ったスペイン語学習①：SNSでスペイン語学習 

10. ネットを使ったスペイン語学習②：スペイン語の疑問を解決する 

11. ネットを使ったスペイン語学習③：ネイティブにスペイン語を教えてもらう 

12. ネットを使ったスペイン語学習④：発表会 

13. スペイン語サイトでのネットショッピング 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で紹介した方法を真似して、各自いろいろなスペイン語のウェブページを利用してみること。最終テストではスペイン語で解

答してもらう予定なので、日ごろからスペイン語でのタイピングを練習しておくことをお勧めする。 

なお、履修者の人数やスペイン語レベルに応じて授業の内容を変えることもある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的参加と発表(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. カルロス・アルバロ・ベルチリ、2015、『手紙・メールのスペイン語』、三修社 (ISBN:978-4384055955) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FN721 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語入門                   新座(Niiza) 

(Beginner's Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
宮下 和大(MIYASHITA KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の基本構造を学び，自己紹介など初歩的な表現力とスペイン語圏の常識を身につける。 

 

Students learn the basic structure of Spanish and acquire elementary expressive skills, such as self-introductions, and general 

knowledge on the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち練習問題，重要表現の反復練習，簡単な作文，自己表現練習などを行う。適宜小テストなどをはさむ。 

 

On basic grammar comprehension, students perform role-playing excercises, learn important expressions and practice simple 

sentence composition and self-introduction. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音 

2. 名詞と冠詞，文の構造 

3. 代名詞（主語)，文の構造，ser と形容詞 

4. スペイン語の be 動詞 

5. 基本動詞の使い分け（ser，estar，hay) 

6. 直説法現在時制の動詞 

7. 直説法現在時制の動詞 

8. 直説法現在時制の動詞 

9. 直説法現在時制の動詞 

10. 直説法現在時制の動詞とその表現 

11. 直説法現在時制の動詞とその表現 

12. 直説法現在時制の動詞とその表現 

13. 目的格代名詞と三人称構文 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習の励行。各担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 久住真由他、『アンダレ!』、同学社 

 

参考文献（Readings） 

『言語履修 HP』参照。まずはよい辞書（必須）。電子辞書の使用は避けること。課外でも積極的にスペイン語に親しもう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年４月に新１年生と一から

やり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN722 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語入門                   新座(Niiza) 

(Beginner's Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
藺牟田 陽子(IMUTA YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の基本構造を学び，自己紹介など初歩的な表現力とスペイン語圏の常識を身につける。 

 

Students learn the basic structure of Spanish and acquire elementary expressive skills, such as self-introductions, and general 

knowledge on the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち練習問題，重要表現の反復練習，簡単な作文，自己表現練習などを行う。適宜小テストなどをはさむ。 

 

On basic grammar comprehension, students perform role-playing excercises, learn important expressions and practice simple 

sentence composition and self-introduction. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音 

2. 名詞と冠詞，文の構造 

3. 代名詞（主語)，文の構造，ser と形容詞 

4. スペイン語の be 動詞 

5. 基本動詞の使い分け（ser，estar，hay) 

6. 直説法現在時制の動詞 

7. 直説法現在時制の動詞 

8. 直説法現在時制の動詞 

9. 直説法現在時制の動詞 

10. 直説法現在時制の動詞とその表現 

11. 直説法現在時制の動詞とその表現 

12. 直説法現在時制の動詞とその表現 

13. 目的格代名詞と三人称構文 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習の励行。各担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 久住真由他、『アンダレ!』、同学社 

 

参考文献（Readings） 

『言語履修 HP』参照。まずはよい辞書（必須）。電子辞書の使用は避けること。課外でも積極的にスペイン語に親しもう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年４月に新１年生と一から

やり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN723 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語初級                   新座(Niiza) 

(Elementary Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
宮下 和大(MIYASHITA KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎スペイン語入門」を踏まえ，受容・発信両面の幅を広げ，スペイン語圏の歴史・文化・社会に親しむ姿勢を養う。 

 

Standing on “Beginner's Spanish,” students broaden both receptive and expressive skills and cultivate an intimate acquaintance 

with history, culture and society in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち，重要表現の反復練習。既習事項全般を組み合わせ，慣用句や語彙の習得に努める。適宜小テストなどをはさ

む。 

 

On basic grammar comprehension, students practice important expressions and repeat them. Students try to learn useful frases 

and vocabulary by combining all of their previously learned subjects. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 再帰動詞と特殊表現 

2. 分詞を用いた表現 

3. 不定語・否定語 

4. 直説法過去時制の動詞 

5. 直説法過去時制の動詞 

6. 直説法過去時制の動詞 

7. 直説法過去時制の動詞 

8. 直説法過去時制の動詞とその表現 

9. 直説法過去時制の動詞とその表現 

10. 直説法過去時制の動詞とその表現 

11. その他の動詞表現 

12. その他の動詞表現 

13. その他の動詞表現 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少の前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「基礎スペイン語入門」の内容を開講前によく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 久住真由他、『アンダレ!』、同学社 

 

参考文献（Readings） 

「基礎スペイン語入門」の項を参照。電子辞書の使用は避けること。地図・年表を活用してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年９月に新１年生のクラス

でやり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN724 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語初級                   新座(Niiza) 

(Elementary Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
藺牟田 陽子(IMUTA YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎スペイン語入門」を踏まえ，受容・発信両面の幅を広げ，スペイン語圏の歴史・文化・社会に親しむ姿勢を養う。 

 

Standing on “Beginner's Spanish,” students broaden both receptive and expressive skills and cultivate an intimate acquaintance 

with history, culture and society in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち，重要表現の反復練習。既習事項全般を組み合わせ，慣用句や語彙の習得に努める。適宜小テストなどをはさ

む。 

 

On basic grammar comprehension, students practice important expressions and repeat them. Students try to learn useful frases 

and vocabulary by combining all of their previously learned subjects. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 再帰動詞と特殊表現 

2. 分詞を用いた表現 

3. 不定語・否定語 

4. 直説法過去時制の動詞 

5. 直説法過去時制の動詞 

6. 直説法過去時制の動詞 

7. 直説法過去時制の動詞 

8. 直説法過去時制の動詞とその表現 

9. 直説法過去時制の動詞とその表現 

10. 直説法過去時制の動詞とその表現 

11. その他の動詞表現 

12. その他の動詞表現 

13. その他の動詞表現 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少の前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「基礎スペイン語入門」の内容を開講前によく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 久住真由他、『アンダレ!』、同学社 

 

参考文献（Readings） 

「基礎スペイン語入門」の項を参照。電子辞書の使用は避けること。地図・年表を活用してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年９月に新１年生のクラス

でやり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN739 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語中級１ 

(Intermediate Spanish 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
山浦 アンヘラ(YAMAURA,ANGELA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習したスペイン語の知識を定着させ，コミュニケーション能力と理解力を伸ばすためのクラスです。 

 

The aim of this course is to improve students’ use of Spanish and to learn about social, educational, political and cultural issues 

in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

En este curso se hará un repaso general de los contenidos estudiados en el primer año mediante actividades comunicativas, 

con las cuales los estudiantes podrán desarrollar sus habilidades comunicativas en español. 全体的な復習ののち、スペイン語

でコミュニケーションが取れるよう実戦練習を繰り返します。 

 

Different types of spoken and written exercises will be used to practice communication in various situations.  

Class level and content may be tailored to fit the level of the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Nos presentamos.    

目標：日常生活について話したり質問したりすることができる。現在形の復習。 

2. Hablar de lugares. 

目標：自分の家、町、国について話したり質問したりすることができる。現在形の復習。 

3. Hablar por teléfono. 

目標：電話で話す、会う約束をする、予約することができる。現在形の復習。 

4. Un maravilloso fin de semana. 

目標：したことについて話すことができる。点過去１ 

5. Mis últimas vacaciones. 

目標：したことについて話すことができる。点過去２ 

6. Lo conocí en Cuba. 

目標：友達との出会いについて話すことができる。点過去 3。直接目的人称代名詞。 

7. De viaje. 

目標：したことについて話すことができる。点過去４。間接目的人称代名詞。 

8. Tradiciones y costumbres. 

目標：過去の習慣について話すことができる。線過去。比較。 

9. El día estaba soleado. 

目標：過去のある時点の状況について話すことができる。過去進行形。 

10. Cuenta la leyenda que... 

目標：スペイン語圏の言い伝えについて話すことができる。過去進行形。 

11. Buscando trabajo. 

目標：現在と関連がある過去の出来事について話すことができる。現在完了形。 

12. He trabajado en diferentes lugares. 

目標：経験について話すことができる。現在完了形。 

13. Este edificio fue construido en... 

目標：歴史的な出来事について話すことができる。受け身。 

14. まとめ/最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への参加度，積極性(30%)/小テスト，発表(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

授業中にコピーを配ります 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 423 - 

■FN740 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語中級１ 

(Intermediate Spanish 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
ラマドリード，Ｍ．(LAMADRID,MARCELA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習したスペイン語の知識を定着させ，コミュニケーション能力と理解力を伸ばすためのクラスです。 

 

The aim of this course is to improve students’ use of Spanish and to learn about social, educational, political and cultural issues 

in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回，文法事項の応用力をつけるために，ペアを組み練習を繰り返します。読解を進めながら新しい単語を学びます。授業内容

を復習するために毎回練習問題の宿題を出します。 

 

For this class, we have chosen some topics of interest on the culture of Spain and Latin America. This material will allow 

students to expand their knowledge of both language and culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientación de la clase 

2. Saludos, pronunciación y escritura. 

3. ¿Cómo te llamas? 

4. Países de habla hispana 

5. Usos de los números cardinales y ordinales 

6. Soy japonés, de Tokio. 

7. Usos de interrogativos y demostrativos 

8. Test parcial. 

9. Países y nacionalidades 

10. Mi universidad 

11. Usos de los verbos ser y estar 

12. Estudio en la universidad de Salamanca. 

13. Usos de verbos regulares en presente y las horas 

14. Test final. Exposición y entrevista. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(10%)/中間テスト(20%)/課題(10%)/授業への参加度・積極性(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Juan Carlos Moyano. 43130. ¡Muy bien! 1. Asahi (978-255-55094-7 C1087) 

授業中に適宣指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中に適宣指示する。 

 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 
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Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN741 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語中級１ 

(Intermediate Spanish 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

松本 旬子(MATSUMOTO JUNKO) 

モンターニョ(MONTAÑO MUÑOZ,J. A.)) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主な目標は１年次に学習したスペイン語の知識を定着させ，会話力と理解力を高めることです。 

 

The main objective is to reinforce the grammar and structures learned during the previous year and to improve the 

conversational and comprehension capacity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回一つのテーマを取り上げます。内容を理解し、文法や用語を身につけた上で、会話をします。 

１．自分の家族、大学、住んでいる地域、趣味、日常生活について紹介します。 

２．来日する観光客に対して、日本の魅力や交通手段などの説明を皆で考えます。 

３．ペアでお互いに誘い合う会話を作ったり、グループで旅の計画を立てたりします。 

 

Each class deals with a single theme. Once students understand the contents and learn the grammar and terminology, they 

engage in conversation. 

1. Introduce your family, your university, the place you live, your hobbies and daily life. 

2. Explain Japanese culture and daily life from the viewpoint of a tourist visiting the country for the first time. 

3. Work in pairs. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Presentación. 

2. Mi familia/mis amigos. 

3. Mi casa/mi barrio. 

4. Mi universidad. 

5. Mis aficiones. 

6. ¿Qué haces normalmente? 

7. Repaso y test. 

8. ¿Qué atractivos tiene Japón para los turistas extranjeros? 

9. Comparaciones: 

1. Japón vs. otro país. 

2. Tokio vs. otra ciudad. 

10. El transporte en Tokio. 

11. Hacemos un plan de viaje. 

12. Ocio: Cine, conciertos, teatro, exposiciones, deporte, etc. 

13. Reglas en los lugares públicos: tren, biblioteca, cine, etc. 

14. Repaso y test. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内ワーク(40%)/小テスト＆プレゼンテーション(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/ 

http://elpais.com/ 

http://www.elmundo.es/ 

http://www.rtve.es/ 

http://www.clarin.com/ 

http://www.eluniversal.com.mx/ 

http://elcomercio.pe/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FN742 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語中級１ 

(Intermediate Spanish 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴェガ(VEGA G., ARTURO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

既習の表現・文法を復習しつつ、その知識を広げ発音を磨く。会話の練習を中心に、スペイン語の表現の理解を深めコミュニケー

ション能力を身につける。 

 

This course aims to review previously learned expressions/grammar, expand knowledge, and polish pronunciation. Deepen 

understanding of Spanish expressions and improve communication skills mainly through practice of conversations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、動詞の現在形を中心にスペイン語圏の国々の日常生活や文化を構成する様々な要素を学習しながら、話す・聞

く・読む・書くの四技能をバランスよく身につけるようにする。予習、復習を欠かさず、提出物（宿題）の期限を守り、積極的に授業

に参加することが必須である。 

 

Learn various elements comprising daily lives and cultures in the Spanish-speaking sphere with focus on present tense of verbs, 

and acquire skills in speaking/listening/reading/writing in a balanced manner. Students must prepare for and review the class, 

meet submission deadlines (homework), and actively participate in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、シラバス確認、自己紹介  

2. スペイン語の発音・挨拶 

3. 名前・苗字を理解する 

4. 自己紹介に必要な語彙と表現 

5. 感情の説明、人物描写の表現を学ぶ 

6. 数字と時間の表現 

7. 誕生日、祭日、天候の表現を学ぶ 

8. 家と部屋の表現 

9. 物と場所の関係を説明する 

10. 日常生活について説明する 

11. 大学生活・仕事について話す、頻度と時間の表現 

12. 好きなもの、嫌いなものについて 

13. 食べ物、飲み物、買い物の表現 

14. 全体の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

新語と新表現の予習と復習を必ずすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的な参加と小テスト(30%)/課題の提出と授業内発表(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

出席は必須だが出席とはただそこにいることではない。心して臨むこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使わない。教員が必要な教材を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

和西・西和辞書（紙のもの）を常に携帯する。 

これまでに使った教科書、文法解説書なども携帯する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書を毎回持参すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN743 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語中級２ 

(Intermediate Spanish 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
山浦 アンヘラ(YAMAURA,ANGELA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業はこれまで学習してきたスペイン語の知識を使って会話力と理解力を伸ばすためのクラスです。更に，スペイン語を通じ

て，スペイン語圏の文化について知識を深めるクラスでもあります。 

 

This class is for improving your Spanish speaking and comprehension skills using the knowledge you have acquired so far. 

Through the use of the Spanish language, you will also deepen your understanding of Spanish-speaking culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

En este curso se hará un repaso general de los contenidos estudiados en el primer semestre mediante actividades 

comunicativas, con las cuales los estudiantes podrán desarrollar sus habilidades comunicativas en español.  

 

Every week write an essay on the topic of your choice and present it. Discuss and give your opinion on it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 前期の復習 Repaso del primer semestre  

夏休みについて Hablar sobre las vacaciones de verano 

2. Ambiente laboral 

目標：異なった職場環境について話すことができる。前期の復習。 

3. ¿Cómo se hace? 

目標：ものの作り方などのプロセスについて話すことができる。 「Se+動詞」。 

4. ¡Prepararé las maletas! 

目標：未来について話すことができる。 未来形。 

5. En el 2050 

目標：未来の推測について話すことができる。 未来形。 

6. Vida sana 

目標：健康的な生活の習慣について話すことができる。 接続法１。 

7. Que tengas un buen día. 

目標：希望や願いことについて話すことができる。 接続法２。 

8. Me alegra mucho que estés aquí. 

目標：感情について話すことができる。 接続法３。 

9. Me molesta que fumes. 

目標：意見や好みについて話すことができる。 接続法４。 

10. No creo que sea verdad. 

目標：可能性や疑問について話すことができる。 接続法５。 

11. Me siento mal. 

目標：健康状態について話すことができる。 動詞「ser, estar, tener」 

12. Te aconsejo que hagas ejercicio. 

目標：アドバイスについて話すことができる。 命令形。 

13. Respire profundo. 

目標：命令や指示などについて話すことができる。命令形。 

14. まとめ/最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への参加度，積極性(30%)/小テスト，発表(30%) 

2020 年度春学期は「筆記試験」は実施できません。 
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テキスト（Textbooks） 

授業中にコピーを配ります。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN744 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語中級２ 

(Intermediate Spanish 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
ラマドリード，Ｍ．(LAMADRID,MARCELA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業はこれまで学習してきたスペイン語の知識を使って会話力と理解力を伸ばすためのクラスです。更に，スペイン語を通じ

て，スペイン語圏の文化について知識を深めるクラスでもあります。 

 

This class is for improving your Spanish speaking and comprehension skills using the knowledge you have acquired so far. 

Through the use of the Spanish language, you will also deepen your understanding of Spanish-speaking culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回，文法事項の応用力をつけるために，ペアを組み練習を繰り返します｡読解を進めながら新しい単語を学びます｡ 授業内容

を復習するために毎回練習問題の宿題を出します｡ 

 

For this class, we have chosen some topics of interest on the culture of Spain and Latin America. This material will allow 

students to expand their knowledge of both language and culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientación de la clase. 

2. La familia 

3. Usos de adjetivos demostrativos 

4. En vacaciones voy a ir a Barcelona. 

5. Usos de querer y tener 

6. Me gusta mucho la música pop. 

7. Usos de pronombres con preposición 

8. Test parcial 

9. Los jóvenes japoneses y los jóvenes mexicanos 

10. De compras 

11. Usos de pronombres de OD y OI 

12. Los mexicanos se levantan pronto. 

13. Fiestas de los países hispanohablantes 

14. Test. Presentación y entrevista. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(10%)/中間テスト(20%)/課題(10%)/授業への参加度・積極性(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Juan Carlos Moyano. 43130. ¡Muy bien! 2. Asahi (978-255-55094-7 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中に適宣指示する。 

 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 
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Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN745 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語中級２ 

(Intermediate Spanish 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

モンターニョ(MONTANO MUNOZ J. A.) 

【2020 年 7 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前）松本 旬子(MATSUMOTO JUNKO)・モンターニョ(MONTANO MUNOZ J. A.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主な目標は１年次に学習したスペイン語の知識を定着させ、会話力と理解力を高めることです。 

過去形を駆使し、接続法を使いながら、さらにコミュニケーション力を深めます。 

 

The main objective is to reinforce the grammar and structures learned during the previous year and to improve the 

conversational and comprehension capacity. 

Students develop good command of the past tense and deepen their communication skills while using the subjunctive mode. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回一つのテーマを取り上げます。内容を理解し、文法や用語を身につけた上で、会話をします。 

１．過去形を使い分け、過去の出来事や経験、幼い時の思い出を紹介します。 

２．来日する観光客に対して、日本の文化を紹介し、旅のアドバイスを皆で考えます。 

３．接続法を使い、希望、仮定、苦情などを表します。 

 

Each class deals with a single theme. Once students understand the contents and learn the grammar and terminology, they 

engage in conversation. 

1. Talk about past events, experiences, and memories from your childhood. 

2. Introduce Japanese culture and give travel advice for tourists visiting Japan. 

3. Using the subjunctive mode, express your wishes, assumptions and grievances. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ¿Qué has hecho en las vacaciones de verano? 

2. ¿Qué hiciste ayer? 

3. ¿Cómo eras de niño? ¿Qué hacías? ¿Qué te gustaba? 

4. Mi biografía. 

5. Consejos. 

6. Recomendaciones de viaje para un turista en Japón. 

7. Repaso y test. 

8. ¿Cómo son los japoneses? 

¿Cómo son los españoles? 

9. 接続法 

¡Eso no me gusta! 

Me molesta que... 

10. 接続法 

Mis deseos: Quiero que..., espero que... 

11. 接続法 

A: ¿Es posible que llueva? 

B: Yo creo que no va a llover. 

A: Pero es posible que llueva. 

12. 接続法 

A: ¿Qué tengo que hacer para aprobar el examen? 

B: Es necesario que estudies. 

13. 接続法 

Una entrevista de trabajo. 

14. Repaso y test. 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内ワーク(40%)/小テスト＆プレゼンテーション(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/ 

http://elpais.com/ 

http://www.elmundo.es/ 

http://www.rtve.es/ 

http://www.clarin.com/ 

http://www.eluniversal.com.mx/ 

http://elcomercio.pe/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FN746 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語中級２ 

(Intermediate Spanish 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴェガ(VEGA G., ARTURO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

語彙を広げ、文法を強化し、会話の練習を中心に発音を磨く。スペイン語圏の文化に関する知識を深め、｢話す、聞く、読む、書く｣

能力の強化を目指す。 

 

This course aims to increase vocabulary, enhance grammar, and polish pronunciation mainly through practice of conversations. 

Deepen knowledge on cultures of Spanish-speaking spheres, and aim to enhance "speaking, listening, reading, and writing” skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、スペイン語圏の国々の日常生活や文化を構成する様々なテーマを紹介し、会話練習やプレゼンテーションを重

ね、コミュニケーション能力を深めていく。また、過去時制の様々な表現にも取り組む。予習、復習を欠かさず、提出物（宿題）の期

限を守り、積極的に授業に参加することが必須である。 

 

The course will introduce various themes comprising daily lives and culture in the Spanish-speaking sphere, and deepen 

communication skills through repeated practice of conversation and presentations. Students will also learn various past tense 

expressions. Students must prepare for and review the class, meet submission deadlines (homework), and actively participate in 

class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、自己紹介、文法の復習 

2. 「今何をしていますか？」 現在進行形 

3. 日常生活について 再帰動詞 

4. 交通機関について 比較級の表現 

5. 「もう、昼ごはんを食べましたか？」 現在完了形 

6. 「タコスを食べたことがある？」 現在完了形 

7. 「子どものころ、・・・」 点過去、線過去 

8. 以前と今について 線過去と現在形 

9. 「きのう、買い物に行きました。」 点過去 

10. 「先週、何をしましたか？」 点過去 

11. 「来週、旅行に行きます。」 未来形 

12. 道順を説明する 命令形 

13. 「教室へ行ったら、もうテストが始まっていた。」 過去完了 

14. 全体の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

新語と新表現の予習と復習を必ずすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的な参加と小テスト(30%)/課題の提出と授業内発表(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

出席は必須だが出席とはただそこにいることではない。心して臨むこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使わない。教員が必要な教材を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

和西・西和辞書（紙のもの）を常に携帯する。 

これまでに使った教科書、文法解説書なども携帯する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書を毎回持参すること。 
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注意事項（Notice） 
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■FN747 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード１ 

(Intermediate Spanish 1 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
稲森 広朋(INAMORI HIROTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

既習文法，語彙力を活かして，スペイン語で書かれた記事やエッセイの読解に挑戦する。 

 

Making use of the grammar and vocabulary you have already learned, challenge yourself to read articles and essays written in 

Spanish. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回，授業冒頭で既習文法の確認と講読文のポイント説明をする。その後，受講生は辞書を使って自力で指定範囲の翻訳をし，

最後に担当教員とともに翻訳内容を吟味する。 

講読テーマとしてスペイン語圏における歴史，文化，政治経済，娯楽など幅広く扱うため，副教材として映像資料や文献を適宜紹

介することで受講生の理解の一助としたい。また講読した文章についての簡単な討論を通じ，スペイン語のみならず，同文化圏

の更なる理解を促す。 

 

At the beginning of each class, students review the grammar they have already learned and explain the points of the reading. 

Then, students use a dictionary to translate a specified range, and finally they will scrutinize the details of the translation with 

the teacher in charge. 

In order to more extensively deal with the reading themes of history, culture, political economy and entertainment in the 

Spanish-speaking sphere, additional course materials such as video materials and literature will be introduced as appropriate to 

help with student understanding. Also, through simple discussions of the texts that have been read, we encourage further 

understanding of not only Spanish but culture within the Spanish-speaking sphere. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス 既習文法の確認作業 

2. スペイン人記者によるエッセイの講読 - 美容と医療制度から見たアジア諸国の特徴 - (1) 

3. スペイン人記者によるエッセイの講読 - 美容と医療制度から見たアジア諸国の特徴 - (2) 

4. スペインの人気シェフによるエッセイの講読 - 健康的な食生活とダイエット - (1) 

5. スペインの人気シェフによるエッセイの講読 - 健康的な食生活とダイエット - (2) 

6. 脳科学者によるエッセイの講読 - 男と女の違いについて - (1)  

7. 脳科学者によるエッセイの講読 - 男と女の違いについて - (2) 

8. 中間テスト 

9. 世界スポーツ長者番付 - 世界で活躍するスペイン語圏のスポーツ選手達 -  

10. スペイン語圏の若者文化 - 若者達の夜遊びについて -  

11. 訛りによる差別？ - スペインのラジオ局を解雇された中南米出身者 - 

12. スペイン経済 - 住宅バブルの崩壊とその社会的影響について - 

13. まとめ - スペイン語講読のポイントと注意点 -  

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

既習文法の確認作業は絶えず行うこと。また，語彙を増やすために日頃から図書館のスペイン語新聞データベースやスペインお

よび中南米発行の雑誌などを利用するのが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席および授業参加度(30%)/中間テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配付のためテキストは使用しない。ただし辞書は使うので授業に必ず持参すること。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN748 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード１ 

(Intermediate Spanish 1 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
宮下 和大(MIYASHITA KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「スペイン語基礎１」、「スペイン語基礎２」での学習項目を基礎にして，中級レベルのスペイン語の項目を新規に扱いつつ，主に

読解や簡単な作文に応用することを目指す。 

 

Based on the items learned in “Basic Spanish 1” and “Basic Spanish 2,” this course aims for students to deal with intermediate 

level grammatical items while applying what they have learned mainly through reading comprehension and writing simple essays. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「スペイン語基礎１」、「スペイン語基礎２」で学習した直説法全般の復習・補強をしてから，接続法や命令形を使用するための未

習の文法事項も学んでいく。単に事実を言うだけでなく，「人に何かしてほしい」「してください」といったより幅広い表現のために

は，これらの文法の理解が必要になる。授業では旅行の会話を扱ったテキストを主軸に，文章の読み取りや簡単な作文への応

用といった練習をしながら，上記の項目を学んでいく。 

 

After generally reviewing and reinforcing the indicative mood learned in “Basic Spanish 1” and “Basic Spanish 2,” students learn 

grammatical matters in order to use the subjunctive mood and the imperative forms. In addition to simply making statements, it 

is essential to understand these items in order to make broader expressions such as “I want someone to do something” and 

“please do something.” In this class, students learn the above mentioned items while applying them through practice with 

reading sentences and writing simple essays, centering on texts that deal with travel-related conversations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，イントロダクション，グラナダ（スペイン） 

2. グラナダ（スペイン） 

3. セビーリャ（スペイン） 

4. セビーリャ（スペイン） 

5. ハバナ（キューバ） 

6. ハバナ（キューバ） 

7. 中間テスト，テオティワカン（メキシコ） 

8. テオティワカン（メキシコ） 

9. ティカル（グアテマラ） 

10. ティカル（グアテマラ） 

11. マチュ・ピチュ（ペルー） 

12. マチュ・ピチュ（ペルー） 

13. 復習，予備日 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

スペイン語の学習方法については，各自経験的に身につけていることと思う。授業の理解を助けるため，各回の予習（過去の知

識の確認，単語の確認，テキストの新規項目の確認，など）と，各回の復習（授業内容の自分なりのまとめ，何を新しく知ったのか

の確認，など）は必須となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(35%)/最終テスト(Final Test)(35%)/授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 禪野美帆ほか、2014、『Conociendo el Patrimonio de la Humanidad （世界遺産を訪ねて）[改訂版]』、朝日出版社 (ISBN:978-

4-255-55068-8) 

 

参考文献（Readings） 

必要なときには，授業中に適宜指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN749 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード２ 

(Intermediate Spanish 2 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
宮下 和大(MIYASHITA KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「スペイン語基礎１」、「スペイン語基礎２」での学習項目を基礎にして，中級レベルのスペイン語の項目を新規に扱いつつ，それら

を主に口頭コミュニケーションに応用することを目指す。 

 

Based on the items learned in “Basic Spanish 1” and “Basic Spanish 2,” this course aims for students to deal with intermediate 

level grammatical items while applying what they have learned mainly through oral communication. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「スペイン語基礎１」、「スペイン語基礎２」で学習する直説法全般の復習・補強をしてから，接続法や命令形を使用するための未

習の文法事項も学んでいく。単に事実を言うだけでなく，「人に何かしてほしい」「してください」といったより幅広い表現のために

は，これらの文法の理解が必要になる。授業では，配付資料・教材を用いて上記の項目を学びながら，口頭での質疑応答などの

練習，学生同士のペア・グループ練習や，授業外課題をもとにした口頭発表，などを行っていく。 

 

After generally reviewing and reinforcing the indicative mood learned in “Basic Spanish 1” and “Basic Spanish 2,” students learn 

grammatical matters in order to use the subjunctive mood and the imperative forms. In addition to simply making statements, it 

is essential to understand these items in order to make broader expressions such as “I want someone to do something” and 

“please do something.” In this class, students use the above items using the distributed course materials while practicing oral 

questions and answers, pair and group practice with classmates and making oral presentations on subjects from outside of 

class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，イントロダクション，既習項目の確認・復習 

2. 既習項目の確認・復習 

3. 現在時以前の時制のまとめ（現在完了，点過去，線過去） 

4. 現在時以前の時制のまとめ（現在完了，点過去，線過去） 

5. 完了系時制のまとめ（現在完了，過去完了，未来完了） 

6. 完了系時制のまとめ（現在完了，過去完了，未来完了） 

7. 中間テスト 

8. 基準時以降の時制のまとめ（未来，過去未来，過去未来完了） 

9. 基準時以降の時制のまとめ（未来，過去未来，過去未来完了） 

10. 命令法と命令文（命令表現） 

11. 命令法と命令文（命令表現） 

12. 命令法と命令文（命令表現） 

13. 復習，予備日 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

スペイン語の学習方法については，各自経験的に身につけていることと思う。授業の理解を助けるため，各回の予習（過去の知

識の確認，単語の確認，テキストの新規項目の確認，など）と，各回の復習（授業内容の自分なりのまとめ，何を新しく知ったのか

の確認，など）は必須となる。なお，コミュニケーション面を重視した科目のため，各回の授業に出席するためには意見の表明，課

題の発表に向けた準備が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%)/授業参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各受講者の既習項目範囲や理解度などに合わせて，適宜配付資料・教材を用いる予定である。 

 

参考文献（Readings） 
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必要なときには，授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN750 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード２ 

(Intermediate Spanish 2 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 浩史(YAMAMOTO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の基礎を固めつつ更なる向上を図る。 

スペイン語基礎１・２では文法の説明および読解が中心になってきたが，スペイン語スタンダードでは能動的な運用が出来ること

を目指す。ある程度の日常的な文章(たとえば 100 ワード程度の日記)を書けるようになることを目指してゆく。 

 

In this course, students reinforce and further improve their foundation in Spanish. 

While Basic Spanish 1 and 2 focused on grammar explanations and reading comprehension, Intermediate Spanish aims for 

students to be able to actively make use of Spanish. The objective is for students to be able to write routine compositions to a 

certain degree (for example, a diary of about 100 words). 

 

授業の内容（Course Contents） 

特に作文・読解を中心に練習を積む。必要であれば時制の復習も行う。 

時制の使い分け，前置詞の使い分け，関係代名詞・副詞や接続詞を用いて複文・重文を作る練習にも挑戦する。単語の成り立ち

やその考え方のつかみ方も使い分ける際に重要であるので，その点についても適宜解説を行う。また，受講生のレベルにもよる

が，接続法の解説および練習もくわえる。 

 

Students practice mostly with writing and reading comprehension. If necessary, tenses are reviewed. 

Students also practice attempting to produce complex sentences and compound sentences while properly using tenses, 

properly using prepositions and using relative pronouns, adverbs and conjunctions. Since it is important to understand a word’s 

etymology and line of thinking in order to use it properly, these points are explained accordingly. Also, depending on student 

level, explanations and practice for the subjunctive mood will be added. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 基礎の復習と確認 

2. 時制の使い分け（現在と過去） 

3. 時制の使い分け(過去時制) 

4. 時制の使い分け(過去と未来) 

5. 前置詞の種類 

6. 前置詞の使い分け 

7. 関係代名詞・副詞の種類 

8. 関係代名詞・副詞の使い分け 

9. 接続詞と文章の組み立て（理由を述べる） 

10. 接続詞と文章の組み立て（目的を述べる） 

11. 接続法基礎 

12. 接続法応用 

13. 接続法まとめ 

14. 最終テスト まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本的な文法は押さえている前提で進めるので，受講の際には自主的な復習が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/中間テスト(10%)/授業参加の積極性など(50%)/その他課題(10%) 

辞書は必須であるので必ず持ってくること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 菅原 昭江、2011、『本気で学ぶスペイン語』、同学社 (ISBN:978-4810203929) 

 

参考文献（Readings） 
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1. エミリオ・ガジェゴ 山本浩史、2016、『スペイン語動詞の決め技』、白水社 (ISBN:9784560087299) 

その他にもスペイン語の新聞やひいては SNSの投稿などをネットで閲覧するなども有用です。あるものは使う精神で。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN751 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード３ 

(Intermediate Spanish 3 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
稲森 広朋(INAMORI HIROTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

既習文法や語彙力を活かして，スペイン語で書かれた文学作品などの多少高度な文章の読解に挑戦する。 

 

Making use of the grammar and vocabulary you have already learned, challenge yourself to read somewhat advanced texts in 

literary works written in Spanish. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業冒頭で既習文法の確認と講読文のポイントを説明する。その後，受講生は辞書を使って自力で指定範囲の翻訳をし，最後

に担当教員とともに翻訳内容を吟味する。本講義では散文のみならず詩歌なども扱うため，ある程度の予備知識も必要となる

が，その点についての簡単な解説も加える。 

 

At the beginning of class, students review the grammar they have already learned and explain the points of the reading. Then, 

students use a dictionary to translate a specified range, and finally they will scrutinize the details of the translation with the 

teacher in charge. Because this lecture deals with poetry in addition to prose, a certain extent of background knowledge is 

necessary, so brief explanations of these points are also added. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス 既習文法の確認作業 

2. スペインの詩人による詩歌（抜粋）の講読 

3. ラテンアメリカの詩人による詩歌（抜粋）の講読 

4. スペインの名作文学（抜粋）に触れる (1) 

5. スペインの名作文学（抜粋）に触れる (2) 

6. ラテンアメリカの名作文学（抜粋）に触れる (1) 

7. ラテンアメリカの名作文学（抜粋）に触れる (2) 

8. 中間テスト 

9. スペイン語版の日本語小説（抜粋）の講読 (1) 

10. スペイン語版の日本語小説（抜粋）の講読 (2) 

11. スペイン語で漫画を読む (1) 

12. スペイン語で漫画を読む (2) 

13. まとめ - スペイン語講読におけるポイントと注意点 - 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

既習文法の確認作業は絶えず行うこと。また，語彙を増やすために日頃から図書館のスペイン語新聞データベースやスペインお

よび中南米発行の雑誌などを利用するのが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席および授業参加度(30%)/中間テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配付のためテキストは使用しない。ただし辞書は使うので授業に必ず持参すること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 
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Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN752 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード３ 

(Intermediate Spanish 3 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
宮下 和大(MIYASHITA KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「スペイン語基礎１」、「スペイン語基礎２」での学習項目を基礎にして，中級レベルのスペイン語の項目を新規に扱いつつ，主に

読解や簡単な作文に応用することを目指す。 

 

Based on the items learned in “Basic Spanish 1” and “Basic Spanish 2,” this course aims for students to deal with intermediate 

level grammatical items while applying what they have learned mainly through reading comprehension and writing simple essays. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「スペイン語基礎１」、「スペイン語基礎２」で学習した直説法全般の復習・補強をしてから，接続法や命令形といった未習の文法

事項も学んでいく。単に事実を言うだけでなく，「人に何かしてほしい」「してください」といったより幅広い表現のためには，これら

の文法の理解が必要になる。授業では旅行の会話を扱ったテキストを主軸に，文章の読み取りや簡単な作文への応用といった

練習をしながら，上記の項目を学んでいく。 

 

After generally reviewing and reinforcing the indicative mood learned in “Basic Spanish 1” and “Basic Spanish 2,” students learn 

grammatical matters such as the subjunctive mood and the imperative forms. In addition to simply making statements, it is 

essential to understand these items in order to make broader expressions such as “I want someone to do something” and 

“please do something.” In this class, students learn the above mentioned items while applying them through practice with 

reading sentences and writing simple essays, centering on texts that deal with travel-related conversations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，イントロダクション，メキシコ市（メキシコ） 

2. メキシコ市（メキシコ） 

3. クスコ（ペルー） 

4. クスコ（ペルー） 

5. ポトシ（ボリビア） 

6. ポトシ（ボリビア） 

7. 中間テスト，ラ・サンティシマ・トリニダードとヘスス・デ・タバランゲ（パラグアイ） 

8. ラ・サンティシマ・トリニダードとヘスス・デ・タバランゲ（パラグアイ） 

9. ガラパゴス諸島（エクアドル） 

10. ガラパゴス諸島（エクアドル） 

11. ラパ・ヌイ国立公園（チリ） 

12. ラパ・ヌイ国立公園（チリ） 

13. 復習，予備日 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

スペイン語の学習方法については，各自経験的に身につけていることと思う。授業の理解を助けるため，各回の予習（過去の知

識の確認，単語の確認，テキストの新規項目の確認，など）と，各回の復習（授業内容の自分なりのまとめ，何を新しく知ったのか

の確認，など）は必須となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(35%)/最終テスト(Final Test)(35%)/授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 禪野美帆ほか、2014、『Conociendo el Patrimonio de la Humanidad （世界遺産を訪ねて）[改訂版]』、朝日出版社 (ISBN:978-

4-255-55068-8) 

 

参考文献（Readings） 

必要なときには，授業中に適宜指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN753 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード４ 

(Intermediate Spanish 4 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
宮下 和大(MIYASHITA KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「スペイン語基礎１」、「スペイン語基礎２」での学習項目を基礎にして，中級レベルのスペイン語の項目を新規に扱いつつ，それら

を主に口頭コミュニケーションに応用することを目指す。 

 

Based on the items learned in “Basic Spanish 1” and “Basic Spanish 2,” this course aims for students to deal with intermediate 

level grammatical items while applying what they have learned mainly through oral communication. 

 

授業の内容（Course Contents） 

直説法全般および，接続法や命令形といった中級レベルの学習事項の復習・補強をしつつ，接続法過去など，もう少し複雑な表

現に必要となる文法事項などを学んでいく。授業では，配付資料・教材を用いて上記の項目を学びながら，より高度な口頭表現

や質疑応答などの練習を行っていく。 

 

While reviewing and reinforcing items studied at the intermediate level such as the indicative mood, the subjunctive mood and 

the imperative forms, students learn grammatical items necessary for more complex expressions, such as the imperfect past 

subjunctive. During class, students learn the above items using the distributed course materials while practicing more advanced 

oral expressions and questions and answers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，イントロダクション，既習項目の確認・復習、接続法現在（名詞節） 

2. 接続法現在（名詞節） 

3. 接続法現在（名詞節） 

4. 接続法現在（名詞節） 

5. 接続法現在（形容詞節） 

6. 接続法現在（形容詞節） 

7. 中間テスト，接続法現在（副詞節） 

8. 接続法現在（副詞節） 

9. 接続法現在（副詞節） 

10. 接続法現在完了 

11. 接続法現在完了 

12. 接続法過去、過去完了 

13. 接続法過去、過去完了 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

スペイン語の学習方法については，各自経験的に身につけていることと思う。授業の理解を助けるため，各回の予習（過去の知

識の確認，単語の確認，配付資料・教材の新規項目の確認，など）と，各回の復習（授業内容の自分なりのまとめ，何を新しく知

ったのかの確認，など）は必須となる。なお，コミュニケーション面を重視した科目のため，各回の授業に出席するためには意見

の表明，課題の発表に向けた準備が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%)/授業参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各受講者の既習項目範囲や理解度などに合わせて，適宜配付資料・教材を用いる予定である。 

 

参考文献（Readings） 

必要なときには，授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN754 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード４ 

(Intermediate Spanish 4 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 浩史(YAMAMOTO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主にスペイン語の接続法について学び，文法を体系的に理解する。また，過去時制の使い分けなど，作文するうえで必要な点に

ついても補足していく。100ワード程度の作文で，物事に対する自分の簡単な意見を述べられることをひとつの目標として進め

る。 

 

In this class, students learn mostly about the subjunctive mood in Spanish and systematically learn the grammar. Points that 

are necessary for writing, such as the proper use of the past tense, are also supplemented. One objective of this class is for 

students to be able to briefly express their opinions on things in short essays of about 100 words. 

 

授業の内容（Course Contents） 

スペイン語の柱の一つである接続法の使い方，およびその使い分けについて学ぶ。必修科目では深められない時制についても

補足していく。また，単なる時制の使い分けにとどまらず，良くある言い回しなどを通じて，日西の考え方の違いについても理解を

深めてゆく。 

 

Students learn how to use the subjunctive mood, which is one of the pillars of the Spanish language, and how to use it for 

different purposes. Tenses which cannot be deepened through the compulsory subjects are also supplemented. Students also 

cultivate a better understanding of the differences between Japanese and Spanish ways of thinking through not only the proper 

use of simple tenses, but also common expressions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 基礎の復習と確認 現在・過去・未来の使い分け 

2. スペイン語の「理由」と「状況」の違い 

3. 接続法の考え方と活用形 

4. 接続法 感情と可能性 

5. 接続法 願望と仮定 

6. 接続法 副詞句 

7. 接続法 独立用法 

8. 接続法現在まとめ 

9. 接続法過去の活用と用法 

10. 接続法過去の用法と応用 

11. スペイン語でよく使われる表現・慣用句 

12. スペイン語でよく使われる表現・慣用句 

13. テスト前まとめ 西語の文法総復習 

14. 最終テスト まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

スペイン語の基礎文法を理解していることを前提で進める。忘れている場合は復習しておくこと。また外国語学習の元となるのは

母語であるので，日常的にさまざまな文章を読んでいることが望ましい。毎回作文するので辞書は必ず持ってくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/中間課題（作文）(20%)/授業への参加度・積極性(50%) 

授業の進行は受講者の習熟度にもよるので，必ずしもこの通りに進むわけではない。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配付する。ただし辞書は必須であるので必ず持ってくること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 菅原昭江、2011、『本気で学ぶスペイン語』、同学社 (ISBN:978-4810203929) 

2. エミリオ・ガジェゴ 山本浩史、2016、『スペイン語動詞の決め技』、白水社 (ISBN:9784560087299) 

1 年次に使った教科書や当時のメモなども役に立つ場合があるので，必要と感じたら持参すること。それ以外も需要に応じて授業
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内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スペイン語圏の新聞やニュースサイトなどを時々みてみることも有益です。授業内容を理解していけば、回を追うごとに読めるよ

うになるはずです。 

 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN759 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語入門 

(Beginner's Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 惠(SASAKI MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の基本構造を学び，自己紹介など初歩的な表現力とスペイン語圏の常識を身につける。 

 

Students learn the basic structure of Spanish and acquire elementary expressive skills, such as self-introductions, and general 

knowledge on the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち練習問題，重要表現の反復練習，簡単な作文，自己表現練習などを行う。適宜小テストなどをはさむ。 

 

On basic grammar comprehension, students perform role-playing excercises, learn important expressions and practice simple 

sentence composition and self-introduction. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音 

2. 名詞と冠詞，文の構造 

3. 代名詞（主語)，文の構造，ser と形容詞 

4. スペイン語の be 動詞 

5. 基本動詞の使い分け（ser，estar，hay) 

6. 直説法現在時制の動詞 

7. 直説法現在時制の動詞 

8. 直説法現在時制の動詞 

9. 直説法現在時制の動詞 

10. 直説法現在時制の動詞とその表現 

11. 直説法現在時制の動詞とその表現 

12. 直説法現在時制の動詞とその表現 

13. 目的格代名詞と三人称構文 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習の励行。各担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 四宮瑞枝他、『アクシオン！ 改訂版』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

『言語履修 HP』参照。まずはよい辞書（必須）。電子辞書の使用は避けること。課外でも積極的にスペイン語に親しもう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年４月に新１年生と一から

やり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN760 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語入門 

(Beginner's Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
稲森 広朋(INAMORI HIROTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の基本構造を学び，自己紹介など初歩的な表現力とスペイン語圏の常識を身につける。 

 

Students learn the basic structure of Spanish and acquire elementary expressive skills, such as self-introductions, and general 

knowledge on the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち練習問題，重要表現の反復練習，簡単な作文，自己表現練習などを行う。適宜小テストなどをはさむ。 

 

On basic grammar comprehension, students perform role-playing excercises, learn important expressions and practice simple 

sentence composition and self-introduction. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音 

2. 名詞と冠詞，文の構造 

3. 代名詞（主語)，文の構造，ser と形容詞 

4. スペイン語の be 動詞 

5. 基本動詞の使い分け（ser，estar，hay) 

6. 直説法現在時制の動詞 

7. 直説法現在時制の動詞 

8. 直説法現在時制の動詞 

9. 直説法現在時制の動詞 

10. 直説法現在時制の動詞とその表現 

11. 直説法現在時制の動詞とその表現 

12. 直説法現在時制の動詞とその表現 

13. 目的格代名詞と三人称構文 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習の励行。各担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土井裕文他、『¡Ahora, tú! 君もやってみよう!スペイン語』、朝日出版社 

 

参考文献（Readings） 

『言語履修 HP』参照。まずはよい辞書（必須）。電子辞書の使用は避けること。課外でも積極的にスペイン語に親しもう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年４月に新１年生と一から

やり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN761 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語入門 

(Beginner's Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
山道 太郎(YAMAMICHI TAROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の基本構造を学び，自己紹介など初歩的な表現力とスペイン語圏の常識を身につける。 

 

Students learn the basic structure of Spanish and acquire elementary expressive skills, such as self-introductions, and general 

knowledge on the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち練習問題，重要表現の反復練習，簡単な作文，自己表現練習などを行う。適宜小テストなどをはさむ。 

 

On basic grammar comprehension, students perform role-playing excercises, learn important expressions and practice simple 

sentence composition and self-introduction. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音 

2. 名詞と冠詞，文の構造 

3. 代名詞（主語)，文の構造，ser と形容詞 

4. スペイン語の be 動詞 

5. 基本動詞の使い分け（ser，estar，hay) 

6. 直説法現在時制の動詞 

7. 直説法現在時制の動詞 

8. 直説法現在時制の動詞 

9. 直説法現在時制の動詞 

10. 直説法現在時制の動詞とその表現 

11. 直説法現在時制の動詞とその表現 

12. 直説法現在時制の動詞とその表現 

13. 目的格代名詞と三人称構文 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習の励行。各担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 四宮瑞枝他、『アクシオン！ 改訂版』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

『言語履修 HP』参照。まずはよい辞書（必須）。電子辞書の使用は避けること。課外でも積極的にスペイン語に親しもう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年４月に新１年生と一から

やり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN762 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語入門 

(Beginner's Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 喬史(KOGA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の基本構造を学び，自己紹介など初歩的な表現力とスペイン語圏の常識を身につける。 

 

Students learn the basic structure of Spanish and acquire elementary expressive skills, such as self-introductions, and general 

knowledge on the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち練習問題，重要表現の反復練習，簡単な作文，自己表現練習などを行う。適宜小テストなどをはさむ。 

 

On basic grammar comprehension, students perform role-playing excercises, learn important expressions and practice simple 

sentence composition and self-introduction. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音 

2. 名詞と冠詞，文の構造 

3. 代名詞（主語)，文の構造，ser と形容詞 

4. スペイン語の be 動詞 

5. 基本動詞の使い分け（ser，estar，hay) 

6. 直説法現在時制の動詞 

7. 直説法現在時制の動詞 

8. 直説法現在時制の動詞 

9. 直説法現在時制の動詞 

10. 直説法現在時制の動詞とその表現 

11. 直説法現在時制の動詞とその表現 

12. 直説法現在時制の動詞とその表現 

13. 目的格代名詞と三人称構文 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習の励行。各担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 四宮瑞枝他、『アクシオン！ 改訂版』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

『言語履修 HP』参照。まずはよい辞書（必須）。電子辞書の使用は避けること。課外でも積極的にスペイン語に親しもう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年４月に新１年生と一から

やり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN763 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語入門 

(Beginner's Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の基本構造を学び，自己紹介など初歩的な表現力とスペイン語圏の常識を身につける。 

 

Students learn the basic structure of Spanish and acquire elementary expressive skills, such as self-introductions, and general 

knowledge on the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち練習問題，重要表現の反復練習，簡単な作文，自己表現練習などを行う。適宜小テストなどをはさむ。 

 

On basic grammar comprehension, students perform role-playing excercises, learn important expressions and practice simple 

sentence composition and self-introduction. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音 

2. 名詞と冠詞，文の構造 

3. 代名詞（主語)，文の構造，ser と形容詞 

4. スペイン語の be 動詞 

5. 基本動詞の使い分け（ser，estar，hay) 

6. 直説法現在時制の動詞 

7. 直説法現在時制の動詞 

8. 直説法現在時制の動詞 

9. 直説法現在時制の動詞 

10. 直説法現在時制の動詞とその表現 

11. 直説法現在時制の動詞とその表現 

12. 直説法現在時制の動詞とその表現 

13. 目的格代名詞と三人称構文 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習の励行。各担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土井裕文他、『¡Ahora, tú! 君もやってみよう!スペイン語』、朝日出版社 

 

参考文献（Readings） 

『言語履修 HP』参照。まずはよい辞書（必須）。電子辞書の使用は避けること。課外でも積極的にスペイン語に親しもう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年４月に新１年生と一から

やり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN764 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語入門 

(Beginner's Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 

ガジエゴ，Ｅ．(GALLEGO,EMILIO) 

佐藤 邦彦(SATO KUNIHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の基本構造を学び，自己紹介など初歩的な表現力とスペイン語圏の常識を身につける。 

 

Students learn the basic structure of Spanish and acquire elementary expressive skills, such as self-introductions, and general 

knowledge on the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち練習問題，重要表現の反復練習，簡単な作文，自己表現練習などを行う。適宜小テストなどをはさむ。 

 

On basic grammar comprehension, students perform role-playing excercises, learn important expressions and practice simple 

sentence composition and self-introduction. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音 

2. 名詞と冠詞，文の構造 

3. 代名詞（主語)，文の構造，ser と形容詞 

4. スペイン語の be 動詞 

5. 基本動詞の使い分け（ser，estar，hay) 

6. 直説法現在時制の動詞 

7. 直説法現在時制の動詞 

8. 直説法現在時制の動詞 

9. 直説法現在時制の動詞 

10. 直説法現在時制の動詞とその表現 

11. 直説法現在時制の動詞とその表現 

12. 直説法現在時制の動詞とその表現 

13. 目的格代名詞と三人称構文 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習の励行。各担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土井裕文他、『¡Ahora, tú! 君もやってみよう!スペイン語』、朝日出版社 

 

参考文献（Readings） 

『言語履修 HP』参照。まずはよい辞書（必須）。電子辞書の使用は避けること。課外でも積極的にスペイン語に親しもう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年４月に新１年生と一から

やり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN765 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語初級 

(Elementary Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 惠(SASAKI MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎スペイン語入門」を踏まえ，受容・発信両面の幅を広げ，スペイン語圏の歴史・文化・社会に親しむ姿勢を養う。 

 

Standing on “Beginner's Spanish,” students broaden both receptive and expressive skills and cultivate an intimate acquaintance 

with history, culture and society in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち，重要表現の反復練習。既習事項全般を組み合わせ，慣用句や語彙の習得に努める。適宜小テストなどをはさ

む。 

 

On basic grammar comprehension, students practice important expressions and repeat them. Students try to learn useful frases 

and vocabulary by combining all of their previously learned subjects. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 再帰動詞と特殊表現 

2. 分詞を用いた表現 

3. 不定語・否定語 

4. 直説法過去時制の動詞 

5. 直説法過去時制の動詞 

6. 直説法過去時制の動詞 

7. 直説法過去時制の動詞 

8. 直説法過去時制の動詞とその表現 

9. 直説法過去時制の動詞とその表現 

10. 直説法過去時制の動詞とその表現 

11. その他の動詞表現 

12. その他の動詞表現 

13. その他の動詞表現 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少の前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「基礎スペイン語入門」の内容を開講前によく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 四宮瑞枝他、『アクシオン！ 改訂版』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

「基礎スペイン語入門」の項を参照。電子辞書の使用は避けること。地図・年表を活用してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年９月に新１年生のクラス

でやり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN766 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語初級 

(Elementary Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
稲森 広朋(INAMORI HIROTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎スペイン語入門」を踏まえ，受容・発信両面の幅を広げ，スペイン語圏の歴史・文化・社会に親しむ姿勢を養う。 

 

Standing on “Beginner's Spanish,” students broaden both receptive and expressive skills and cultivate an intimate acquaintance 

with history, culture and society in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち，重要表現の反復練習。既習事項全般を組み合わせ，慣用句や語彙の習得に努める。適宜小テストなどをはさ

む。 

 

On basic grammar comprehension, students practice important expressions and repeat them. Students try to learn useful frases 

and vocabulary by combining all of their previously learned subjects. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 再帰動詞と特殊表現 

2. 分詞を用いた表現 

3. 不定語・否定語 

4. 直説法過去時制の動詞 

5. 直説法過去時制の動詞 

6. 直説法過去時制の動詞 

7. 直説法過去時制の動詞 

8. 直説法過去時制の動詞とその表現 

9. 直説法過去時制の動詞とその表現 

10. 直説法過去時制の動詞とその表現 

11. その他の動詞表現 

12. その他の動詞表現 

13. その他の動詞表現 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少の前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「基礎スペイン語入門」の内容を開講前によく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土井裕文他、『¡Ahora, tú! 君もやってみよう!スペイン語』、朝日出版社 

 

参考文献（Readings） 

「基礎スペイン語入門」の項を参照。電子辞書の使用は避けること。地図・年表を活用してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年９月に新１年生のクラス

でやり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN767 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語初級 

(Elementary Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
山道 太郎(YAMAMICHI TAROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎スペイン語入門」を踏まえ，受容・発信両面の幅を広げ，スペイン語圏の歴史・文化・社会に親しむ姿勢を養う。 

 

Standing on “Beginner's Spanish,” students broaden both receptive and expressive skills and cultivate an intimate acquaintance 

with history, culture and society in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち，重要表現の反復練習。既習事項全般を組み合わせ，慣用句や語彙の習得に努める。適宜小テストなどをはさ

む。 

 

On basic grammar comprehension, students practice important expressions and repeat them. Students try to learn useful frases 

and vocabulary by combining all of their previously learned subjects. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 再帰動詞と特殊表現 

2. 分詞を用いた表現 

3. 不定語・否定語 

4. 直説法過去時制の動詞 

5. 直説法過去時制の動詞 

6. 直説法過去時制の動詞 

7. 直説法過去時制の動詞 

8. 直説法過去時制の動詞とその表現 

9. 直説法過去時制の動詞とその表現 

10. 直説法過去時制の動詞とその表現 

11. その他の動詞表現 

12. その他の動詞表現 

13. その他の動詞表現 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少の前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「基礎スペイン語入門」の内容を開講前によく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 四宮瑞枝他、『アクシオン！ 改訂版』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

「基礎スペイン語入門」の項を参照。電子辞書の使用は避けること。地図・年表を活用してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年９月に新１年生のクラス

でやり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN768 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語初級 

(Elementary Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 喬史(KOGA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎スペイン語入門」を踏まえ，受容・発信両面の幅を広げ，スペイン語圏の歴史・文化・社会に親しむ姿勢を養う。 

 

Standing on “Beginner's Spanish,” students broaden both receptive and expressive skills and cultivate an intimate acquaintance 

with history, culture and society in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち，重要表現の反復練習。既習事項全般を組み合わせ，慣用句や語彙の習得に努める。適宜小テストなどをはさ

む。 

 

On basic grammar comprehension, students practice important expressions and repeat them. Students try to learn useful frases 

and vocabulary by combining all of their previously learned subjects. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 再帰動詞と特殊表現 

2. 分詞を用いた表現 

3. 不定語・否定語 

4. 直説法過去時制の動詞 

5. 直説法過去時制の動詞 

6. 直説法過去時制の動詞 

7. 直説法過去時制の動詞 

8. 直説法過去時制の動詞とその表現 

9. 直説法過去時制の動詞とその表現 

10. 直説法過去時制の動詞とその表現 

11. その他の動詞表現 

12. その他の動詞表現 

13. その他の動詞表現 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少の前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「基礎スペイン語入門」の内容を開講前によく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 四宮瑞枝他、『アクシオン！ 改訂版』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

「基礎スペイン語入門」の項を参照。電子辞書の使用は避けること。地図・年表を活用してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年９月に新１年生のクラス

でやり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN769 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語初級 

(Elementary Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎スペイン語入門」を踏まえ，受容・発信両面の幅を広げ，スペイン語圏の歴史・文化・社会に親しむ姿勢を養う。 

 

Standing on “Beginner's Spanish,” students broaden both receptive and expressive skills and cultivate an intimate acquaintance 

with history, culture and society in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち，重要表現の反復練習。既習事項全般を組み合わせ，慣用句や語彙の習得に努める。適宜小テストなどをはさ

む。 

 

On basic grammar comprehension, students practice important expressions and repeat them. Students try to learn useful frases 

and vocabulary by combining all of their previously learned subjects. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 再帰動詞と特殊表現 

2. 分詞を用いた表現 

3. 不定語・否定語 

4. 直説法過去時制の動詞 

5. 直説法過去時制の動詞 

6. 直説法過去時制の動詞 

7. 直説法過去時制の動詞 

8. 直説法過去時制の動詞とその表現 

9. 直説法過去時制の動詞とその表現 

10. 直説法過去時制の動詞とその表現 

11. その他の動詞表現 

12. その他の動詞表現 

13. その他の動詞表現 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少の前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「基礎スペイン語入門」の内容を開講前によく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土井裕文他、『¡Ahora, tú! 君もやってみよう!スペイン語』、朝日出版社 

 

参考文献（Readings） 

「基礎スペイン語入門」の項を参照。電子辞書の使用は避けること。地図・年表を活用してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年９月に新１年生のクラス

でやり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN770 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語初級 

(Elementary Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 

ガジエゴ，Ｅ．(GALLEGO,EMILIO) 

佐藤 邦彦(SATO KUNIHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎スペイン語入門」を踏まえ，受容・発信両面の幅を広げ，スペイン語圏の歴史・文化・社会に親しむ姿勢を養う。 

 

Standing on “Beginner's Spanish,” students broaden both receptive and expressive skills and cultivate an intimate acquaintance 

with history, culture and society in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち，重要表現の反復練習。既習事項全般を組み合わせ，慣用句や語彙の習得に努める。適宜小テストなどをはさ

む。 

 

On basic grammar comprehension, students practice important expressions and repeat them. Students try to learn useful frases 

and vocabulary by combining all of their previously learned subjects. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 再帰動詞と特殊表現 

2. 分詞を用いた表現 

3. 不定語・否定語 

4. 直説法過去時制の動詞 

5. 直説法過去時制の動詞 

6. 直説法過去時制の動詞 

7. 直説法過去時制の動詞 

8. 直説法過去時制の動詞とその表現 

9. 直説法過去時制の動詞とその表現 

10. 直説法過去時制の動詞とその表現 

11. その他の動詞表現 

12. その他の動詞表現 

13. その他の動詞表現 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少の前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「基礎スペイン語入門」の内容を開講前によく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土井裕文他、『¡Ahora, tú! 君もやってみよう!スペイン語』、朝日出版社 

 

参考文献（Readings） 

「基礎スペイン語入門」の項を参照。電子辞書の使用は避けること。地図・年表を活用してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年９月に新１年生のクラス

でやり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN771 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語コミュニケーション１ 

(Advanced Spanish Communication 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ラマドリード，Ｍ．(LAMADRID,MARCELA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

El objetivo de este curso es perfeccionar el uso del español y aprender sobre temas sociales, educativos, políticos y culturales 

del mundo del español. 

 

The aim of this course is to improve students’ use of Spanish and to learn about social, educational, political and cultural issues 

in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Se usarán varios tipos de ejercicios orales y escritos para practicar la comunicación en diversas situaciones.  

 

授業のレベルと内容は受講者のレベルに合わせ、調整することがあります。 

 

Different types of spoken and written exercises will be used to practice communication in various situations.  

Class level and content may be tailored to fit the level of the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Presentación y orientación del curso 

2. La vivienda en los países latinoamericanos 

3. Usos y costumbres de pueblos indígenas en México 

4. El sistema escolar en Guatemala 

5. El sistema político de Colombia 

6. El eco-turismo en Costa Rica 

7. Test parcial 

8. El trabajo y las grandes empresas en países de habla hispana 

9. El desempleo en países de habla hispana 

10. El sistema de salud y seguridad social en Perú 

11. Las empresas japonesas en México 

12. Los jóvenes y sus sueños 

13. Preparación para la presentación y entrevista finales 

14. Test final 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Los alumnos deben leer y preparar los textos que se necesiten antes de cada clase. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各種テスト(tests)(40%)/授業参加と協力(30%)/提出課題など(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宣指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宣指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中に適宣指示する。 
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このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN772 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語コミュニケーション２ 

(Advanced Spanish Communication 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
山浦 アンヘラ(YAMAURA,ANGELA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Mejorar el nivel de comunicación en español a través de actividades que permitan conocer diferentes aspectos de la cultura 

hispanoamericana. 

 

Improve the level of communication in Spanish by using activities that allow students to learn about different aspects of 

Hispano-American culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Para esta clase se han seleccionado algunos temas de interés sobre la cultura de España y Latinoamérica. Con estos 

materiales, los alumnos podrán ampliar sus conocimientos tanto de lengua como de cultura. 

 

For this class, we have chosen some topics of interest on the culture of Spain and Latin America. This material will allow 

students to expand their knowledge of both language and culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Geografía: paisajes del sur. 

2. Geografía: paisajes del sur. 

3. Economía: grandes empresas españolas y latinoamericanas. 

4. Economía: grandes empresas españolas y latinoamericanas. 

5. Historia: colonización e independencia de América. 

6. Historia: dictaduras y dictadores. 

7. Historia: revoluciónes mexicana y cubana. 

8. Literatura: narrativa. 

9. Literatura: prensa. 

10. Entretenimiento: bailes y música. 

11. Entretenimiento: cine clásico y contemporáneo. 

12. Arte: escultura. 

13. Arte: arquitectura. 

14. Presentación 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(30%)/授業への参加度，積極性(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. César Chamorro, Matilde Martínez, Nuria Murillo, Alejandro Sáenz.. 2010. Todas las voces B1  Ed. revisada.. Difusión 

(ISBN:978-84-8443-722-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 
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Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN773 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語ライティング１ 

(Advanced Spanish Writing 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
タランコ，Ｄ．(TARANCO,DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. Aplicar las estructuras gramaticales estudiadas en cursos anteriores. 

2. Ampliar el vocabulario. 

3. Aprender a explicar por escrito diversos aspectos de la cultura japonesa, redactar noticias, escribir cartas. 

 

1. 勉強した文法を応用する。 

2. 語彙を増やす。 

3. 日本の文化を文章で説明したり、ニュース原稿・手紙を書くことを学ぶ。 

 

The aim of this course is to develop the students’ ability to convey their thoughts in well-organized sentences and essays. 

 

1. Apply the grammar you have previously learned. 

2. Increase your vocabulary. 

3. Learn how to write emails, letters, newspaper articles and essays. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1. Se elige un tema. 

2. Se reúne en grupo el vocabulario relacionado con dicho tema. 

3. Se discute la estrategia para la redacción del escrito. 

4. Se trabaja de forma individual, en pareja o en grupo. 

 

1. テーマを選ぶ。 

2. そのテーマに関する語彙を集める。 

3. 文の構成について話し合う。 

4. 一人かペア、もしくはグループで作文する。 

 

1. Choose a topic. 

2. Work in groups to develop terminology. 

3. Discuss the best strategy to write the text. 

4. Work individually, in pairs or in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. La primavera en Japón: el "hanami". 

2. Los jóvenes: comparación entre Japón y un país hispanohablante. 

3. Elecciones: ¿A quién le interesa la política? 

4. Golden Week 

5. Tsunamis y terremotos: Cooperación Chile-Japón. 

6. ¿Cómo es la medicina en Japón? 

7. La cultura pop japonesa: manga, anime, J-Pop, etc. 

8. Relaciones de Japón con el mundo hispanohablante. 

9. ¿Qué es el "washoku"? 

10. Problemas de las sociedades modernas: 少子化、高齢化社会, etc. 

11. Deporte: Tokio 1964 vs. Tokio 2020. 

12. Se acerca el verano: クールビズ、梅雨, etc. 

13. Resumen del curso 

14. Redacción de una noticia y test de vocabulario 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Es importante tener interés por el mundo de la comunicación y participar activamente durante la clase. Es posible que haya 

cambios en el orden de los temas según el desarrollo de la clase. 

 

ニュースに対して興味を持ち、積極的に授業に参加する学生が望ましい。 

状況に応じて、扱うテーマの内容を調整していきます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内ワーク(50%)/最終テスト(Final Test)(30%)/小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

 

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/ 

http://elpais.com/ 

http://www.elmundo.es/ 

http://www.rtve.es/ 

http://www.clarin.com/ 

http://www.eluniversal.com.mx/ 

http://elcomercio.pe/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FN774 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語ライティング２ 

(Advanced Spanish Writing 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

【2020 年 8 月 3 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

担当者：タランコ, D. (TARANCO, DAVID)→飯島みどり(IIJIMA MIDORI) 

以上の理由により、授業の目標、内容、授業計画、テキスト備考、注意事項についても

以下の内容に変更する。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. Aplicar las estructuras gramaticales estudiadas en cursos anteriores. 

2. Ampliar el vocabulario. 

3. Aprender a explicar por escrito diversos aspectos de la cultura hispanoparlante, redactar noticias, escribir cartas. 

 

1. 既習文法を応用する。 

2. 語彙を増やす。 

3. スペイン語圏の文化を文章で説明したり、ニュース原稿・手紙を書くことを学ぶ。 

 

The aim of this course is to develop the students’ ability to convey their thoughts in Spanish in well-organized sentences and 

essays. 

 

1. Apply the grammar you have previously learned. 

2. Increase your vocabulary. 

3. Learn how to write letters, news articles and essays. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Después de algunos ejercicios preparativos, 

1. Se determina un tema. 

2. Se reúne el vocabulario relacionado con dicho tema. 

3. Se analiza la estrategia para redactar un texto. 

4. Se trabaja de forma individual, intercambiando opiniones con los demás. 

 

準備作業ののち  

1. テーマを選定する。 

2. そのテーマに関する語彙を集める。 

3. 文の構成について検討する。 

4. 他の参加者と意見交換を重ねつつ下書きを作り推敲する。 

 

After some warm-up exercises, 

1. Choose a topic. 

2. Work to develop terminology. 

3. Analyze the strategy to write better text. 

4. Work individually, collaborating with others. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Perfil de cada quien. 

2. Preparativo 1: Uso adecuado de diccionarios. 

3. Preparativo 2: Conjunción. 

4. Preparativo 3: Estructura y párrafos. 

5. Fiesta de XV años en Estados Unidos 1. 

6. Fiesta de XV años en Estados Unidos 2. 
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7. El egresado más famoso de tu universidad 1. 

8. El egresado más famoso de tu universidad 2. 

9. Los beisbolistas hispanos en Japón 1. 

10. Los beisbolistas hispanos en Japón 2. 

11. Productos hispanos en el mercado japonés 1. 

12. Productos hispanos en el mercado japonés 2. 

13. ¿Quién es Nicolás Cepeda? 

14. Redacción de una noticia y test de vocabulario. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Es importante tener interés por el mundo de la comunicación y participar activamente durante la clase. Es posible que haya 

cambios en el orden de los temas según el desarrollo de la clase. 

 

ニュースに対して興味を持ち、積極的に授業に参加する学生が望ましい。 

状況に応じて、扱うテーマの内容を調整していきます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内ワーク(50%)/最終テスト(Final Test)(30%)/小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。場合に応じて資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

 

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/ 

http://elpais.com/ 

http://www.elmundo.es/ 

http://www.rtve.es/ 

http://www.clarin.com/ 

http://www.eluniversal.com.mx/ 

http://elcomercio.pe/ 

 

注意事項（Notice） 

授業は主に Blackboardを使用（ビデオ会議形式は取らない）する。必ず Blackboardを確認すること。 

授業内容の説明は主として日本語を用いる。 また添削の都合上スペイン語と同内容の日本語版を提出することが求められる。 
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■FN775 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語リスニング・リーディング１ 

(Advanced Spanish Listening & Reading 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ラマドリード，Ｍ．(LAMADRID,MARCELA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

CD やビデオ教材を使い，スペイン語の読解力とリスニング力をつける。 

 

Using CDs and video materials, develop reading comprehension skills and listening skills in Spanish. 

 

授業の内容（Course Contents） 

親しみやすい内容と質の高い音声教材付きで学びやすいリーディング教材を用いて学習を進めていく。 

 

Students continue to study using reading materials that are easy to learn with familiar content and high-quality audio materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientación de la clase. 

2. Los niños en Japón 

3. Los eventos deportivos 

4. La naturaleza 

5. La geografía 

6. Los ancianos 

7. Test parcial 

8. Los deportes en Japón 

9. La celebración de la mayoría de edad 

10. Kioto y Nara 

11. El arte floral Ikebana 

12. El Año Nuevo en Japón 

13. Preparación para el examen final 

14. Test final. Presentación y entrevista 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回テーマの予習をすること。新しい単語を調べたり，読書をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(10%)/中間テスト(20%)/課題(10%)/授業への参加度・積極性(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宣指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中に適宣指示する。 

 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 
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注意事項（Notice） 
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■FN776 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語リスニング・リーディング２ 

(Advanced Spanish Listening & Reading 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ラマドリード，Ｍ．(LAMADRID,MARCELA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまで学習してきた知識を使って，スペイン語の読解力とリスニング力をつける。 

 

Using the knowledge you have learned so far, develop reading comprehension skills and listening skills in Spanish. 

 

授業の内容（Course Contents） 

親しみやすい内容と質の高い音声教材付きで学びやすいリーディング教材を用いて学習を進めていく。 

 

Students continue to study using reading materials that are easy to learn with familiar content and high-quality audio materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientación de la clase. 

2. Viaje a México 

3. Viaje a Guatemala 

4. Viaje a Honduras 

5. Viaje a Costa Rica 

6. Viaje a Colombia 

7. Test parcial 

8. Viaje a Venezuela 

9. Viaje a Bolivia 

10. Viaje a Perú 

11. Viaje a Chile 

12. Viaje a Argentina 

13. Viaje a Paraguay 

14. Test final. Presentación y entrevista 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

上級スペイン語リスニング・リーディング１を春学期に履修したかどうかに関わらず，夏休み中の学習ないし復習は必須。またス

ペイン語学習に限定する必要はないが，夏休み中の体験をスペイン語で発表できるよう準備しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(10%)/中間テスト(20%)/課題(10%)/授業への参加度・積極性(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宣指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宣指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中に適宣指示する。 

 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 



 - 478 - 

 

注意事項（Notice） 
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■FN777 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語演習１ 

(Advanced Spanish 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
松本 旬子(MATSUMOTO JUNKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、ヨーロッパ言語共通参照枠の B2（中上級：専門用語を必要としない日常の通常会話において問題なくコミュニケ

ーションができるレベル）程度の総合的なスペイン語能力と知識を身につけることを目指します。 

 

This course will prepare students to acquire the B2 CEFR (Vantage or Upper Intermediate of Common European Framework of 

Reference for Languages) level of Spanish communication skills and knowledge. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 DELE（Diplomas de Español como Lengua Extranjera スペイン語認定証）の過去問を解くことに加え、読解力・聴解力・語彙力を

養うための練習を繰り返し行ないます。必要に応じて重要な文法事項を確認します。また会話練習・作文も織り交ぜていきます。 

 

Through the DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera, Diplomas of Spanish as a Foreign Language) exam, past 

examples, and some activities, students will develop their reading and listening skills and vocabulary. If necessary, the grammar 

will be reviewed, and conversation and writing activities will be done in course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Clase de presentación y orientación 

2. Comprensión de lectura (1) 

3. Comprensión auditiva (1) 

4. Gramática y vocabulario (1) 

5. Expresión escrita (1) y expresión oral (1) 

6. Comprensión de lectura (2) 

7. Comprensión auditiva (2) 

8. Gramática y vocabulario (2) 

9. Expresión escrita (2) y expresión oral (2) 

10. Comprensión de lectura (3) 

11. Comprensión auditiva (3) 

12. Gramática y vocabulario (3) 

13. Expresión escrita (2) y expresión oral (2) 

14. Test final y repaso 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：毎回授業冒頭で単語テストを行いますので、あらかじめ勉強して授業に臨んでください。範囲については担当教員から初回

授業で指示されます。 

復習：詳細は担当教員から初回授業で説明されますが、最終レポートを作成のために数回課題を提出していただきます。学期末

に慌てることのないよう計画的に課題に取り組んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(10%)/最終レポート(Final Report)(40%)/課題  Deberes(10%)/授業への参加度・積極性・単語テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となります。また前年度も何らかの形でスペイン語

を継続学習していることが望ましいですが、ロマンス諸語を母語とする場合はこの限りではありません。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 481 - 

■FN778 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語演習２ 

(Advanced Spanish 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
山浦 アンヘラ(YAMAURA,ANGELA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Adquirir confianza en el uso oral del español y desarrollar destrezas comunicativas en el idioma. Profundizar en el conocimiento 

de la cultura y sociedad de los diversos países de habla hispana. 

 

自信を持ってスペイン語を話すことができるようになることを目指し、スペイン語でのコミュニケーション能力を発展させていきま

す。また、スペイン語圏の文化や社会についての知識も深めます。 

 

Acquire confidence in speaking Spanish and develop communication skills in the language. Increase knowledge of the culture and 

society of the different Spanish-speaking countries. 

 

The goal of this course is to develop your Spanish communication skills so that you can speak Spanish with confidence. 

Additionally, you will deepen your knowledge of the culture and society of Spanish-speaking countries. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Este es un curso enfocado en actividades comunicativas, las cuales permitirán reforzar y ampliar los conocimientos adquiridos 

hasta ahora por los alumnos. 

 

The course is focused on communicative activities, which will reinforce and expand the knowledge acquired so far by students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Mi futuro. Proyectos para el futuro. 

2. Movimientos migratorios: ¿billete de ida y vuelta? 

3. Vida social. 

4. Radio, televisión e Internet. 

5. Opiniones. 

6. La diversidad de la lengua española. 

7. Lenguas de contacto. 

8. Así éramos y así somos, cambios en España. 

9. España: historia y organización política. 

10. España: historia y organización política. 

11. Organización del tiempo. 

12. Jornada laboral, vacaciones y días festivos. 

13. Celebraciones, fiestas y ceremonias. 

14. Test final. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/授業への参加度，積極性(15%)/小テスト(15%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中にコピーを配ります。 

 

参考文献（Readings） 

1. César Chamorro, Matilde Martínez, Nuria Murillo, Alejandro Sáenz.. 2010. Todas las voces B1 Ed. renovada. Difusión 
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(ISBN:978-84-8443-722-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN799 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

言語情報処理論（スペイン語） 

(Information processing and language(Spanish)) 

担当者名 

（Instructor） 
栗林 ゆき絵(KURIBAYASHI YUKIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

PC 上でのスペイン語の文字入力の方法等の基礎技術を身につける。 

その上で，AI（人工知能），SNS（ソーシャルネットワークサービス），コンピュータウイルス，インターネット犯罪等，現代社会におい

て話題かつ問題となる分野の記事をスペイン語で読み，読解力を育成するとともに，グーグル翻訳や翻訳アプリ等の実情（実力）

を知り，適切な接し方を学ぶ。 

また，単語帳，単語テストなどの作成を通し，エクセルの使用，HP作成の方法を学ぶ。 

 

Learn basic techniques for Spanish-language character input on a PC. 

In addition, read articles about problems relevant to modern society such as AI (Artificial Intelligence), SNS (Social Networking 

Services), computer viruses and internet crimes in Spanish and develop your reading comprehension abilities while becoming 

aware of the actual capabilities of Google Translate and translation apps and learn how to handle them appropriately. 

Also, by creating vocabulary notebooks and vocabulary tests, learn how to use Excel and create web sites. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ネット上の情報処理関連の記事をスペイン語で講読し，ネット社会の抱える問題点を知る。同時に，スペイン語の情報処理関連

の語彙を学ぶ。 

さらに，グーグル等の翻訳サービスについて，例文の翻訳テストを行いその性能を評価して，結果をプレゼンテーションし，レポー

トにて提出する。 

また，エクセル単語帳，WEB 単語テストの作成等によりプログラミングの初歩を学ぶ。 

 

Students read articles on informatics in the web and learn about problems in the Internet society. At the same time, students 

learn Spanish vocabulary related to data processing. 

In addition, for translation services such as Google Translate, students evaluate their performance, give a presentation on the 

results and submit a report. 

In addition, learn elementary programming through the creation of Excel vocabulary notebooks and web vocabulary tests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. デジタルネイティブチェック。各自の「デジタルネイティブ度」をスペイン語によるアンケート形式の質問に答えることにより判

定する。 

2. スペイン語の特殊文字の入力方法。スペイン語のキーボード配列を覚える。メモ帳への入力と保存。評価対象の翻訳サー

ビス・使用テキスト（授業中の記事以外）の分担を決める。 

情報処理関連記事（その１）の講読（１回目）。「AI(人工知能)関連記事」から情報処理用語を学ぶ。 

3. 情報処理関連記事（その１）の講読（２回目）。情報処理用語を学び、エクセルのワークシートに単語帳として記入していく。 

4. 情報処理関連記事（その１）の講読（３回目）。 

グーグル翻訳等で語句レベルの「日本語からスペイン語/スペイン語から日本語へ」の翻訳性能評価。 

5. 情報処理関連記事（その２）の講読（１回目）。「SNS関連記事」から情報処理用語を学ぶ。 

エクセル単語帳に検索プログラムをつける（１回目）。 

6. 情報処理関連記事（その２）の講読（２回目）。 

エクセル単語帳に検索プログラムをつける（２回目）。 

7. 情報処理関連記事（その２）の講読（３回目）。 

エクセル単語帳に検索プログラムをつける（３回目） 

8. スペイン語版 HPの作成（1 回目）。単語テストの表紙ページを作る。 

9. スペイン語版 HPの作成（２回目）。ジャンル別単語帳のページを作る。（十二支編、情報処理用語編など） 

10. スペイン語版 HPの作成（３回目）。エンドレス単語テストのページを作る（1 回目） 

11. スペイン語版 HPの作成（４回目）。エンドレス単語テストのページを作る（２回目） 

12. グーグル翻訳性能評価。文レベルで、各自の分担の分野の文章を翻訳テストし、結果を評価する。 

集計にはエクセルの関数を用いる。 

13. グーグル翻訳性能評価についての発表会。 

14. 情報処理用語のまとめ。 

最新情報処理関連記事の講読。 
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デジタルネイティブチェック更新。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義ノートは http://www2.rikkyo.ac.jp/~z2003222/ 

課題の内容，締切等の最新情報はこちらで確認してください。 

講読の記事は，上記 HPに当該記事をリンクしておくので予習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(20%)/提出課題(20%)/新聞記事和訳(20%) 

最終レポートにはプレゼンテーションを含みます。最終テストとプレゼンの日時は別途指示します。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントまたは HPで資料提供。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に提示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義ノート http://www2.rikkyo.ac.jp/~z2003222/ に内容の概説，試験や課題の連絡を提示。 

 

授業内容については受講者の希望に対応しますので随時申し出ること。 

HP作成，WEB単語帳のほか，活用表自動生成，エクセル辞書引き，簡易翻訳などの簡単なアプリケーションの作成も可能で

す。プログラミングの知識は必要ありません。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 485 - 

■FN821 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語中級１ 

(Intermediate Spanish 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
タランコ，Ｄ．(TARANCO DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主な目標は１年次に学習したスペイン語の知識を定着させ，会話力と理解力を高めることです。 

 

The main objective is to reinforce the grammar and structures learned during the previous year and to improve the 

conversational and comprehension capacity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回一つのテーマを取り上げます。内容を理解し、文法や用語を身につけた上で、会話をします。 

１．自分の家族、大学、住んでいる地域、趣味、日常生活について紹介します。 

２．来日する観光客に対して、日本の魅力や交通手段などの説明を皆で考えます。 

３．ペアでお互いに誘い合う会話を作ったり、グループで旅の計画を立てたりします。 

 

Each class deals with a single theme. Once students understand the contents and learn the grammar and terminology, they 

engage in conversation. 

1. Introduce your family, your university, the place you live, your hobbies and daily life. 

2. Explain Japanese culture and daily life from the viewpoint of a tourist visiting the country for the first time. 

3. Work in pairs. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Presentación. 

2. Mi familia/mis amigos. 

3. Mi casa/mi barrio. 

4. Mi universidad. 

5. Mis aficiones. 

6. ¿Qué haces normalmente? 

7. Repaso y test. 

8. ¿Qué atractivos tiene Japón para los turistas extranjeros? 

9. Comparaciones: 

1. Japón vs. otro país. 

2. Tokio vs. otra ciudad. 

10. El transporte en Tokio. 

11. Hacemos un plan de viaje. 

12. Ocio: Cine, conciertos, teatro, exposiciones, deporte, etc. 

13. Reglas en los lugares públicos: tren, biblioteca, cine, etc. 

14. Repaso y test. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内ワーク(40%)/小テスト＆プレゼンテーション(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 



 - 486 - 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/ 

http://elpais.com/ 

http://www.elmundo.es/ 

http://www.rtve.es/ 

http://www.clarin.com/ 

http://www.eluniversal.com.mx/ 

http://elcomercio.pe/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FN823 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語中級２ 

(Intermediate Spanish 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
タランコ，Ｄ．(TARANCO DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主な目標は１年次に学習したスペイン語の知識を定着させ、会話力と理解力を高めることです。 

過去形を駆使し、接続法を使いながら、さらにコミュニケーション力を深めます。 

 

The main objective is to reinforce the grammar and structures learned during the previous year and to improve the 

conversational and comprehension capacity. 

Students develop good command of the past tense and deepen their communication skills while using the subjunctive mode. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回一つのテーマを取り上げます。内容を理解し、文法や用語を身につけた上で、会話をします。 

１．過去形を使い分け、過去の出来事や経験、幼い時の思い出を紹介します。 

２．来日する観光客に対して、日本の文化を紹介し、旅のアドバイスを皆で考えます。 

３．接続法を使い、希望、仮定、苦情などを表します。 

 

Each class deals with a single theme. Once students understand the contents and learn the grammar and terminology, they 

engage in conversation. 

1. Talk about past events, experiences, and memories from your childhood. 

2. Introduce Japanese culture and give travel advice for tourists visiting Japan. 

3. Using the subjunctive mode, express your wishes, assumptions and grievances. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ¿Qué has hecho en las vacaciones de verano? 

2. ¿Qué hiciste ayer? 

3. ¿Cómo eras de niño? ¿Qué hacías? ¿Qué te gustaba? 

4. Mi biografía. 

5. Consejos. 

6. Recomendaciones de viaje para un turista en Japón. 

7. Repaso y test. 

8. ¿Cómo son los japoneses? 

¿Cómo son los españoles? 

9. 接続法 

¡Eso no me gusta! 

Me molesta que... 

10. 接続法 

Mis deseos: Quiero que..., espero que... 

11. 接続法 

A: ¿Es posible que llueva? 

B: Yo creo que no va a llover. 

A: Pero es posible que llueva. 

12. 接続法 

A: ¿Qué tengo que hacer para aprobar el examen? 

B: Es necesario que estudies. 

13. 接続法 

Una entrevista de trabajo. 

14. Repaso y test. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内ワーク(40%)/小テスト＆プレゼンテーション(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/ 

http://elpais.com/ 

http://www.elmundo.es/ 

http://www.rtve.es/ 

http://www.clarin.com/ 

http://www.eluniversal.com.mx/ 

http://elcomercio.pe/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FN825 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード１ 

(Intermediate Spanish 1 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
柏木 典子(KASHIWAGI NORIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語基礎１と２で学んだことを復習しながらスペイン語を正しく読み書き出来るようになることを目指します。 

 

Review basic Spanish grammar that you have already learnt while acquiring commands of more refined expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に再帰動詞、 現在完了、 未来形、 線過去、点過去、命令形、接続法現在を扱います。  

 

The main grammar items dealt with are reflexive verbs, present perfect tense, future tense, past imperfect, preterite past, 

imperative and subjunctive present. The class is guided by the phases  of the textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、直説法現在復習 

2. 直説法現在復習、直説法未来、目的格人称代名詞、関係代名詞 que 

3. 直説法点過去、再帰動詞 

4. 直説法点過去、直説法現在完了 

5. 直説法線過去、点過去と線過去の使い分け 

6. 直説法過去完了、ser受動態 

7. 春学期これまでの復習 

8. 直説法過去未来 

9. 命令形 

10. 命令形 

11. 現在進行形、接続法現在 

12. 接続法現在 

13. 春学期復習 

14. 春学期期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各課の読みものとスキットに出てくる単語は必ず事前に調べておきましょう。また、その日扱った授業内容をもう一度復習し、分か

らない部分はそのままにせず、次回の授業で質問するようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(Midterm Test)(30%)/積極的な授業参加 (class participation)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 西川喬、2015、『基礎から学ぼう！スペイン語中級』、朝日出版社 (ISBN:9784255550749) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN826 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード２ 

(Intermediate Spanish 2 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
久住 真由(KUSUMI MAYU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語でコミュニケーションができるようになる 

 

To be able to communicate in Spanish. 

 

授業の内容（Course Contents） 

初年度に学んだスペイン語の文法を復習しながら、メキシコ人のスペイン語を聞き、リピートすることでスペイン語を学び直す。 

 

Increased practice on oral performance repeating the Spanish phrases recorded by a native speaker, with review of the 

essentials of grammar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 語彙の復習と確認 

2. アルファベットなど発音の復習 

3. Lección 1 名詞、冠詞、形容詞 

4. Lección 1 指示詞、所有詞 

5. Lección 2  ser, estar 

6. Lección 2  hay 

7. Lección 3  AR動詞 

8. Lección 4  ER 動詞 

9. Lección 4  IR 動詞 

10. Lección 5  salir, conocer, saber, hacer, etc. 

11. Lección 5 目的格人称代名詞 

12. Lección 6  gustar 型動詞 

13. Lección 6 不特定語と否定語 

14. Repaso 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

音源を同学社のホームページからダウンロードし、何度も聞きリピートすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(20%)/実技テスト(20%)/授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Mayu Kusumi. 2020. Escuchar, repetir, y ya. 同学社 (ISBN:9784810204407) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FN827 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード３ 

(Intermediate Spanish 3 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
柏木 典子(KASHIWAGI NORIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語スタンダード１で学んだことをもとに、スペイン語を運用する力をつけることを目指します。 

 

Review the basic Spanish grammar so as to  refine the  expressing ability. 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に点過去および線過去の復習、命令形、接続法の基礎概念、接続法現在形、 接続法過去形、 過去完了、 条件文を扱いま

す。 

 

The main grammar contents are the review on the preterite past and past imperfect, the basic concepts of imperative form and 

the basic concept of subjunctive mood itself., the subjunctive mood of the present and the past tense, past perfect tense, 

conditional form and conditional statements. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、春学期復習(直説法点過去、線過去、接続法現在) 

2. 春学期復習(接続法現在、命令形) 

3. 接続法現在 

4. 接続法現在 

5. 接続法現在 名詞節での用法 

6. 接続法現在 関係代名詞節における用法 

7. 秋学期これまでの復習 

8. 現在分詞構文、接続法現在 副詞節における用法 

9. 接続法過去 

10. 接続法過去、過去完了 

11. 条件文 

12. 条件文 

13. 秋学期復習 

14. 秋学期期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各課の読みものとスキットに出てくる単語は必ず事前に調べておきましょう。また、その日扱った授業内容をもう一度復習し、分か

らない部分はそのままにせず、次回の授業で質問するようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(Midterm Test)(30%)/積極的な授業参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 西川喬、2015、『基礎から学ぼう！スペイン語中級』、朝日出版社 (ISBN:9784255550749) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 
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注意事項（Notice） 
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■FN828 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード４ 

(Intermediate Spanish 4 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
久住 真由(KUSUMI MAYU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語でコミュニケーションができるようになる 

 

To be able to communicate in Spanish. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前期に続き、メキシコ人のスペイン語を聞き、リピートすることでスペイン語を学び直す。また、インターネット動画や DVD を見て、

実際に使われているスペイン語を学ぶ。 

 

Increased practice on oral performance repeating the Spanish phrases recorded by a native speaker, with review of the 

essentials of grammar. Also some watching DVD and Internet movies is provided to acquire the living Spanish. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Lección 7 語根母音変化動詞 pensar, cerrar,  etc. 

2. Lección 7 語根母音変化動詞 pedir, servir, etc. 

3. Lección 8 語根母音変化動詞 poder, dormir, etc. 

4. Lección 8  gustar 型動詞 

5. Lección 9 完全に不規則な変化をする動詞 

6. Lección 9 再帰動詞 

7. Lección 10 点過去 基本形 

8. Lección 10  点過去 3 人称のみ注意が必要な活用 

9. Lección 11 点過去 語根が不規則な活用 

10. Lección 11 点過去 かなり不規則な活用 

11. Lección 12 線過去 活用形 

12. Lección 12 点過去と線過去 

13. Repaso 映画などのディクテーション 

14. Repaso 映画などのディクテーション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

音源を同学社のホームページからダウンロードし、何度も聞きリピートすること。 

その他、スペイン語での映画や歌で、興味の持てるものを探そう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(20%)/実技テスト(20%)/授業参加率(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Mayu Kusumi. 2020. Escuchar, repetir, y ya. 同学社 (ISBN:9784810204407) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FN831 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語コミュニケーション１ 

(Advanced Spanish Communication 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
山浦 アンヘラ(YAMAURA ANGELA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

El objetivo de este curso es perfeccionar el uso del español y aprender sobre temas sociales, educativos, políticos y culturales 

del mundo del español. 

 

The aim of this course is to improve students’ use of Spanish and to learn about social, educational, political and cultural issues 

in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Este es un curso enfocado en actividades comunicativas, las cuales permitirán reforzar y ampliar los conocimientos adquiridos 

hasta ahora por los alumnos. 

 

This class is focused on communicative activities, which will reinforce and expand the knowledge acquired so far by students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Nos presentamos. El mundo del español. 

2. El curso pasado. Un curso de español en Bogotá. 

3. Mi familia. Cuando era niño. 

4. Mis amigos. Tipos de familia. 

5. Mi vida antes y ahora. Todo estaba cerca. 

6. En el metro. Mi barrio. 

7. Mi tiempo libre. Problemas de pareja. 

8. ¿Por qué no vamos al cine? Salir por la noche. 

9. Fui de viaje a...Planeamos un viaje. 

10. Las últimas vacaciones. 

11. En una feria del mundo hispano. En una barbacoa. 

12. Hábitos alimentarios de los universitarios colombianos. 

13. Preparación para presentación. 

14. Presentación. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/授業への参加度，積極性(30%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中にコピーを配ります。 

 

参考文献（Readings） 

1. Juan Carlos Moyano López. Carlos García Ruiz-Castillo. Yoshimi Hiroyasu.. 2019. Muy bien 2. Asahi (978-4-255-55106-7 

C1087) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 
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Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN832 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語コミュニケーション２ 

(Advanced Spanish Communication 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
山浦 アンヘラ(YAMAURA ANGELA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Mejorar el nivel de comunicación en español a través de actividades que permitan conocer diferentes aspectos de la cultura 

hispanoamericana. 

 

Improve the level of communication in Spanish by using activities that allow students to learn about different aspects of 

Hispano-American culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Este es un curso enfocado en actividades comunicativas, las cuales permitirán reforzar y ampliar los conocimientos adquiridos 

hasta ahora por los alumnos. 

 

This class is focused on communicative activities, which will reinforce and expand the knowledge acquired so far by students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Planes. El trabajo. 

2. Mi futuro. Proyectos para el futuro. 

3. ¿Quieres venir a mi casa? En una fiesta. 

4. Vida social. 

5. Vida de una estudiante japonesa en España. 

6. Opiniones. 

7. Bienvenidos a nuestra universidad. 

8. Así éramos y así somos, cambios en España. 

9. Hacia una sociedad mejor. 

10. Deportes y aficiones. 

11. Hablemos de deportes. 

12. Terminando el curso. Amigos. El español y yo. 

13. Preparación para presentación. 

14. Presentación. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/授業への参加度，積極性(30%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中にコピーを配ります。 

 

参考文献（Readings） 

1. Juan Carlos Moyano López. Carlos García Ruiz-Castillo. Yoshimi Hiroyasu.. 2019. Muy bien 2. Asahi (978-4-255-55106-7 

C1087) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 
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deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN833 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語ライティング１ 

(Advanced Spanish Writing 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 沙恵子(TAKAHASHI SAEKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・これまで学習してきた文法知識の確認と定着を図る 

・語彙や成句表現力を向上させる 

・（必要ならば辞書を活用して）スペイン語のテキストを正確に読み取れるようになる 

・スペイン語で自分の意見を書くことができるようになる 

 

On this course you will learn how to write a summary and your opinions reading some texts in Spanish.  

You will also review and enrich the grammatical knowledge that you have learned already, and improve your vocabulary and 

phrases in Spanish. 

 

授業の内容（Course Contents） 

スペイン語圏と日本の文化的テーマを扱ったテキストを用いて、既習文法事項の確認をしながら精読を行い、最後にテキストの要

旨および自分の考えも加えた作文をし、表現力を鍛えていく。 

学期後半には、これまで扱ったテーマに関連するテキストを各自で探し、同様に精読、要旨・意見の作文をした上で口頭発表す

る。 

「書く」能力のみを鍛えるのではなく、「読む」、「話す」、「聞く」能力も合わせた 4 技能を同時に活用することにより、スペイン語運

用能力のさらなる向上を目指す。 

 

You will learn how to express yourselves reading some texts about the Hispanic and Japanese cultures. You will read the texts 

accurately and fluently. After reviewing the grammar and vocabulary, you need to write an essay including the summary of the 

text and your opinions. 

 

In the second half of the semester, you will also give an oral presentation. 

 

You will imporove not only the writing skill but also all four skills, listening, speaking, reading and writing on this course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 表現力向上のための読解 １（言語について） 

3. 作文練習 １ 

4. 表現力向上のための読解 ２（食文化について） 

5. 作文練習 ２ 

6. 表現力向上のための読解 ３（生活習慣について） 

7. 作文練習 ３ 

8. 表現力向上のための読解 ４（観光について） 

9. 作文練習 ４ 

10. 表現力向上のための読解 ５（行事・祭りについて） 

11. 作文練習 ５ 

12. 総合演習 

13. 総合演習 

14. 総合演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・テキストの読解 

・作文 

・その他関連テーマについての調査など 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加度(10%)/リアクションペーパー(10%) 
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テキスト（Textbooks） 

プリント配付。また各自持ち寄り。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN834 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語ライティング２ 

(Advanced Spanish Writing 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 沙恵子(TAKAHASHI SAEKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・これまで学習してきた文法知識の確認と定着を図る 

・語彙や成句表現力を向上させる 

・（必要ならば辞書を活用して）スペイン語のテキストを正確に読み取れるようになる 

・スペイン語で自分の意見を言うことができるようになる 

 

On this course you will learn how to write a summary and your opinions reading some texts in Spanish.  

You will also review and enrich the grammatical knowledge that you have learned already, and improve your vocabulary and 

phrases in Spanish. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期同様、スペイン語圏と日本の文化的テーマのテキストを用いて、既習文法事項の確認をしながら精読を行い、最後にテキ

ストの要旨および自分の考えも加えた作文をし、表現力を鍛えていく。 

秋学期は、各自が興味のあるテーマを決めて、それに関連するテキストを探し、テキストの精読、要旨・意見の作文をした上で口

頭発表する（読解テーマ１は、高橋が担当）。 

学期後半には、それまでに扱ったテーマを作文を振り返りながら、誤用の分析などを行い、弱点の克服を目指す。 

「書く」能力のみを鍛えるのではなく、「読む」、「話す」、「聞く」能力も合わせた 4 技能を同時に活用することにより、スペイン語運

用能力のさらなる向上を目指す。 

 

Just like in the spring semester, you will learn how to express yourselves reading some texts about the Hispanic and Japanese 

cultures. You will read the texts accurately and fluently. After reviewing the grammar and vocabulary, you need to write an 

essay including the summary of the text and your opinions. 

. 

In the fall semester, each student decides which theme they are interested in and gives an oral presentation about that.  (The 

first reading theme will be decided by Takahashi). 

 

In the second half of the semester, we will see our essays all together. 

 

You will imporove not only the writing skill but also all four skills, listening, speaking, reading and writing on this course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 読解テーマ １ 

3. 作文練習 １ 

4. 読解テーマ ２ 

5. 作文練習 ２ 

6. 読解テーマ ３ 

7. 作文練習 ３ 

8. 読解テーマ ４ 

9. 作文練習 ４ 

10. 読解テーマ  ５ 

11. 作文練習 ５ 

12. 総合演習 

13. 総合演習 

14. 総合演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・テキストの読解 

・作文 

・その他関連テーマについての調査など 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加度(10%)/リアクションペーパー(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配付。また各自持ち寄り。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN835 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語リスニング・リーディング１ 

(Advanced Spanish Listening & Reading 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
タランコ，Ｄ．(TARANCO DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. Comprender mejor los textos. 

2. Entender informaciones de la radio y la televisión. 

3. Ampliar el vocabulario. 

4. Explicar partes de la cultura japonesa en español. 

 

主な目的は読解力やコミュニケーション力を高め、自分の意見を述べる能力をつけることです。 

 

1. Comprender mejor los textos. 

2. Entender informaciones de la radio y la televisión. 

3. Ampliar el vocabulario. 

4. Explicar partes de la cultura japonesa en español. 

 

Students should improve their reading comprehension and communication skills and be encouraged to freely express their 

opinions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1. Lectura de artículos de periódico. 

2. Noticias de radio y televisión. 

3. Ejercicios de vocabulario y repaso de gramática. 

4. Práctica de comunicación. 

 

毎回よく話題に上る今日的テーマについて紹介します。新聞記事を読んだり、映像を見たり、音声を聞いたりして内容への理解を

深め、用語を身につけた後、会話活動を行います。 

 

1. Lectura de artículos de periódico. 

2. Noticias de radio y televisión. 

3. Ejercicios de vocabulario y repaso de gramática. 

4. Práctica de comunicación. 

 

A different subject will be brought up in class every week. We’ll be using real news. 

Students will read newspaper articles, watch videos, and listen to radio programs in order to deepen their understanding. They 

will engage in discussions and write small reports as well. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 1. Presentación. 

2. ¿Qué es el "hanami"? 

2. 1. Los jóvenes en España. 

2. ¿Cómo son los jóvenes en Japón? 

3. Los nuevos partidos políticos en España. 

4. 1. ¿Les interesa la política a los jóvenes japoneses? 

2. ¿Qué es "Golden Week"? 

5. Tsunamis y terremotos: Cooperación Chile-Japón. 

6. La medicina. 
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7. 1. España en el exterior. 

2. Japón en el exterior (tecnología, manga, anime, J-Pop, etc.). 

8. La comida y la alimentación. 

9. ¿Qué es el "washoku"? 

10. 1. La familia. 

2. Problemas sociales: 少子化、高齢化社会, etc. 

11. Deporte: Tokio 1964 vs. Tokio 2020. 

12. クールビズ、梅雨, etc. 

13. Test de comprensión lectora/auditiva. 

Test de vocabulario. 

14. Presentación. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Es importante tener interés por el mundo de la comunicación y participar activamente durante la clase. Es posible que haya 

cambios en el orden de los temas según el desarrollo de la clase. 

 

ニュースに対して興味を持ち、積極的に授業に参加する学生が望ましい。 

状況に応じて、扱うテーマの内容を調整していきます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内ワーク(40%)/最終テスト(Final Test)(30%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

 

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/ 

http://elpais.com/ 

http://www.elmundo.es/ 

http://www.rtve.es/ 

http://www.clarin.com/ 

http://www.eluniversal.com.mx/ 

http://elcomercio.pe/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FN836 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語リスニング・リーディング２ 

(Advanced Spanish Listening & Reading 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
タランコ，Ｄ．(TARANCO DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. Comprender mejor los textos. 

2. Entender informaciones de la radio y la televisión. 

3. Ampliar el vocabulario. 

4. Explicar partes de la cultura japonesa en español. 

 

主な目的は読解力やコミュニケーション力を高め、自分の意見を述べる能力をつけることです。 

 

1. Comprender mejor los textos. 

2. Entender informaciones de la radio y la televisión. 

3. Ampliar el vocabulario. 

4. Explicar partes de la cultura japonesa en español. 

 

Students should improve their reading comprehension and communication skills and be encouraged to freely express their 

opinions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1. Lectura de artículos de periódico. 

2. Noticias de radio y televisión. 

3. Ejercicios de vocabulario y repaso de gramática. 

4. Práctica de comunicación. 

 

毎回よく話題に上る今日的テーマについて紹介します。新聞記事を読んだり、映像を見たり、音声を聞いたりして内容への理解を

深め、用語を身につけた後、会話活動を行います。 

 

1. Lectura de artículos de periódico. 

2. Noticias de radio y televisión. 

3. Ejercicios de vocabulario y repaso de gramática. 

4. Práctica de comunicación. 

 

A different subject will be brought up in class every week. We’ll be using real news. 

Students will read newspaper articles, watch videos, and listen to radio programs in order to deepen their understanding. They 

will engage in discussions and write short reports as well. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 1. Presentación. 

2. ¿Qué es un "matsuri"? 

2. Las relaciones entre Cuba y Japón. 

3. Modales en el tren. 

4. 1. El deporte en las escuelas. 

2. ¿Qué es el "undokai"? 

5. Refugiados/inmigrantes en España. 

6. 1. Los toros. 

2. Fiestas tradicionales con animales en Japón. 

7. 1. Test. 
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2. Presentación. 

8. 1. El idioma español en el mundo. 

2. ¿Qué son los "kanjis"? 

9. 1. La evolución de la lengua. 

2. Onomatopeyas. 

10. 1. Nadal y Federer. 

2. El deporte en Japón (sumo, béisbol, fútbol, artes marciales, etc.). 

11. Compañías japonesas en México. 

12. Costumbres de fin de año y Año Nuevo. 

13. Test de comprensión lectora/auditiva. 

Test de vocabulario.  

14. Presentación. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Es importante tener interés por el mundo de la comunicación y participar activamente durante la clase. Es posible que haya 

cambios en el orden de los temas según el desarrollo de la clase. 

 

ニュースに対して興味を持ち、積極的に授業に参加する学生が望ましい。 

状況に応じて、扱うテーマの内容を調整していきます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内ワーク(40%)/最終テスト(Final Test)(30%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

 

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/ 

http://elpais.com/ 

http://www.elmundo.es/ 

http://www.rtve.es/ 

http://www.clarin.com/ 

http://www.eluniversal.com.mx/ 

http://elcomercio.pe/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FN837 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語演習１ 

(Advanced Spanish 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
モンターニョ(MONTANO MUNOZ J. A.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Adquirir confianza en el uso oral del español y desarrollar destrezas comunicativas en el idioma. Profundizar en el conocimiento 

de la cultura y sociedad de los diversos países de habla hispana. 

 

自信を持ってスペイン語を話すことができるようになることを目指し、スペイン語でのコミュニケーション能力を発展させていきま

す。また、スペイン語圏の文化や社会についての知識も深めます。 

 

The goal of this course is to acquire confidence in speaking Spanish and develop communication skills in the language. 

Additionally, you will deepen your knowledge of the culture and society of the different Spanish-speaking countries. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Se repasarán y practicarán los conocimientos del idioma español adquiridos en los cursos previos. Usando diferentes soportes 

(audiovisuales, cuentos, cómic…) se presentarán temas diversos y se introducirán aspectos socio-culturales de los países de 

habla hispana. Se aprenderá a comprender el lenguaje propio de cada uno de los soportes y a desarrollar y expresar opiniones 

respecto a los contenidos. 

 

これまで学習してきたスペイン語の知識を演習によって定着させます。様々な資料（新聞記事、漫画、ビデオなど）と様々な話題

から、スペイン語圏の社会・文化的側面を紹介していきます。資料の読み方を理解し、内容に関する意見を表現することを学びま

す。 

 

Practice using the knowledge of Spanish language you have acquired in previous courses. The course will use different media 

(audiovisual, short stories, comic books…) to present a variety of topics and to introduce socio-cultural aspects of Spanish-

speaking countries. Students will learn to understand the language of each type of media and to develop and express opinions 

on their content. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Clase de presentación y orientación  

2. ¿Cómo aprender el español?: motivaciones, estrategias y recursos de estudio  

3. Descripción de personajes, lugares y situaciones 

4. Pretérito indefinido 

5. Pretérito perfecto 

6. Pretérito imperfecto 

7. Cuentos populares (combinación de pasados) 

8. Cuentos populares (combinación de pasados) 

9. Comparativos y superlativos 

10. Presentaciones individuales  

11. Presentaciones individuales  

12. Presentaciones individuales 

13. Repaso final 

14. Test final 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Se asignarán breves tareas obligatorias semanalmente, que servirán como preparación para la clase siguiente. 

 

次の授業のための準備にあたる、簡単な課題が毎週あります。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(15%)/最終レポート(Final Report)(5%)/個人発表 Presentación individual(20%)/課題 Deberes(20%)/授業へ

の参加度・積極性 Participación activa en clase(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN838 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語演習２ 

(Advanced Spanish 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
モンターニョ(MONTANO MUNOZ J. A.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Adquirir confianza en el uso oral del español y desarrollar destrezas comunicativas en el idioma. Profundizar en el conocimiento 

de la cultura y sociedad de los diversos países de habla hispana. 

 

自信を持ってスペイン語を話すことができるようになることを目指し、スペイン語でのコミュニケーション能力を発展させていきま

す。また、スペイン語圏の文化や社会についての知識も深めます。 

 

The goal of this course is to acquire confidence in speaking Spanish and develop communication skills in the language. 

Additionally, you will deepen your knowledge of the culture and society of the different Spanish-speaking countries. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Se repasarán y practicarán los conocimientos del idioma español adquiridos en los cursos previos. Usando diferentes soportes 

(audiovisuales, cuentos, cómic…) se presentarán temas diversos y se introducirán aspectos socio-culturales de los países de 

habla hispana. Se aprenderá a comprender el lenguaje propio de cada uno de los soportes y a desarrollar y expresar opiniones 

respecto a los contenidos. 

 

これまで学習してきたスペイン語の知識を演習によって定着させます。様々な資料（新聞記事、漫画、ビデオなど）と様々な話題

から、スペイン語圏の社会・文化的側面を紹介していきます。資料の読み方を理解し、内容に関する意見を表現することを学びま

す。 

 

Practice using the knowledge of Spanish language you have acquired in previous courses. The course will use different media 

(audiovisual, short stories, comic books…) to present a variety of topics and to introduce socio-cultural aspects of Spanish-

speaking countries. Students will learn to understand the language of each type of media and to develop and express opinions 

on their content. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Clase de presentación y orientación 

2. Repaso de pasados (pretérito indefinido, perfecto e imperfecto) 

3. Diminutivos y aumentativos 

4. Descripción de lugares y situaciones 

5. Subjuntivo 

6. Halloween 

7. Refranes 

8. Presentaciones individuales 

9. Presentaciones individuales 

10. Presentaciones individuales 

11. La Navidad 

12. Deseos de año nuevo 

13. Repaso final 

14. Test final 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Se asignarán breves tareas obligatorias semanalmente, que servirán como preparación para la clase siguiente. 

 

次の授業のための準備にあたる、簡単な課題が毎週あります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終テスト(Final Test)(15%)/最終レポート(Final Report)(5%)/個人発表 Presentación individual(20%)/課題  Deberes(20%)/授業へ

の参加度・積極性 Participación activa en clase(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

El material necesario se entrega durante la clase. 

 

授業中に適宣指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN841 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語入門 

(Beginner's Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
宮下 和大(MIYASHITA KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の基本構造を学び，自己紹介など初歩的な表現力とスペイン語圏の常識を身につける。 

 

Students learn the basic structure of Spanish and acquire elementary expressive skills, such as self-introductions, and general 

knowledge on the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち練習問題，重要表現の反復練習，簡単な作文，自己表現練習などを行う。適宜小テストなどをはさむ。 

 

On basic grammar comprehension, students perform role-playing excercises, learn important expressions and practice simple 

sentence composition and self-introduction. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音 

2. 名詞と冠詞，文の構造 

3. 代名詞（主語)，文の構造，ser と形容詞 

4. スペイン語の be 動詞 

5. 基本動詞の使い分け（ser，estar，hay) 

6. 直説法現在時制の動詞 

7. 直説法現在時制の動詞 

8. 直説法現在時制の動詞 

9. 直説法現在時制の動詞 

10. 直説法現在時制の動詞とその表現 

11. 直説法現在時制の動詞とその表現 

12. 直説法現在時制の動詞とその表現 

13. 目的格代名詞と三人称構文 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習の励行。各担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 久住真由他、『アンダレ!』、同学社 

 

参考文献（Readings） 

『言語履修 HP』参照。まずはよい辞書（必須）。電子辞書の使用は避けること。課外でも積極的にスペイン語に親しもう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年４月に新１年生と一から

やり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN842 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語入門 

(Beginner's Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
藺牟田 陽子(IMUTA YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の基本構造を学び，自己紹介など初歩的な表現力とスペイン語圏の常識を身につける。 

 

Students learn the basic structure of Spanish and acquire elementary expressive skills, such as self-introductions, and general 

knowledge on the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち練習問題，重要表現の反復練習，簡単な作文，自己表現練習などを行う。適宜小テストなどをはさむ。 

 

On basic grammar comprehension, students perform role-playing excercises, learn important expressions and practice simple 

sentence composition and self-introduction. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音 

2. 名詞と冠詞，文の構造 

3. 代名詞（主語)，文の構造，ser と形容詞 

4. スペイン語の be 動詞 

5. 基本動詞の使い分け（ser，estar，hay) 

6. 直説法現在時制の動詞 

7. 直説法現在時制の動詞 

8. 直説法現在時制の動詞 

9. 直説法現在時制の動詞 

10. 直説法現在時制の動詞とその表現 

11. 直説法現在時制の動詞とその表現 

12. 直説法現在時制の動詞とその表現 

13. 目的格代名詞と三人称構文 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習の励行。各担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 久住真由他、『アンダレ!』、同学社 

 

参考文献（Readings） 

『言語履修 HP』参照。まずはよい辞書（必須）。電子辞書の使用は避けること。課外でも積極的にスペイン語に親しもう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年４月に新１年生と一から

やり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN843 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語初級 

(Elementary Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
宮下 和大(MIYASHITA KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎スペイン語入門」を踏まえ，受容・発信両面の幅を広げ，スペイン語圏の歴史・文化・社会に親しむ姿勢を養う。 

 

Standing on “Beginner's Spanish,” students broaden both receptive and expressive skills and cultivate an intimate acquaintance 

with history, culture and society in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち，重要表現の反復練習。既習事項全般を組み合わせ，慣用句や語彙の習得に努める。適宜小テストなどをはさ

む。 

 

On basic grammar comprehension, students practice important expressions and repeat them. Students try to learn useful frases 

and vocabulary by combining all of their previously learned subjects. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 再帰動詞と特殊表現 

2. 分詞を用いた表現 

3. 不定語・否定語 

4. 直説法過去時制の動詞 

5. 直説法過去時制の動詞 

6. 直説法過去時制の動詞 

7. 直説法過去時制の動詞 

8. 直説法過去時制の動詞とその表現 

9. 直説法過去時制の動詞とその表現 

10. 直説法過去時制の動詞とその表現 

11. その他の動詞表現 

12. その他の動詞表現 

13. その他の動詞表現 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少の前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「基礎スペイン語入門」の内容を開講前によく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 久住真由他、『アンダレ!』、同学社 

 

参考文献（Readings） 

「基礎スペイン語入門」の項を参照。電子辞書の使用は避けること。地図・年表を活用してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年９月に新１年生のクラス

でやり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN844 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語初級 

(Elementary Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
藺牟田 陽子(IMUTA YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎スペイン語入門」を踏まえ，受容・発信両面の幅を広げ，スペイン語圏の歴史・文化・社会に親しむ姿勢を養う。 

 

Standing on “Beginner's Spanish,” students broaden both receptive and expressive skills and cultivate an intimate acquaintance 

with history, culture and society in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち，重要表現の反復練習。既習事項全般を組み合わせ，慣用句や語彙の習得に努める。適宜小テストなどをはさ

む。 

 

On basic grammar comprehension, students practice important expressions and repeat them. Students try to learn useful frases 

and vocabulary by combining all of their previously learned subjects. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 再帰動詞と特殊表現 

2. 分詞を用いた表現 

3. 不定語・否定語 

4. 直説法過去時制の動詞 

5. 直説法過去時制の動詞 

6. 直説法過去時制の動詞 

7. 直説法過去時制の動詞 

8. 直説法過去時制の動詞とその表現 

9. 直説法過去時制の動詞とその表現 

10. 直説法過去時制の動詞とその表現 

11. その他の動詞表現 

12. その他の動詞表現 

13. その他の動詞表現 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少の前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「基礎スペイン語入門」の内容を開講前によく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 久住真由他、『アンダレ!』、同学社 

 

参考文献（Readings） 

「基礎スペイン語入門」の項を参照。電子辞書の使用は避けること。地図・年表を活用してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年９月に新１年生のクラス

でやり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN859 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語中級１ 

(Intermediate Spanish 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
山浦 アンヘラ(YAMAURA ANGELA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習したスペイン語の知識を定着させ，コミュニケーション能力と理解力を伸ばすためのクラスです。 

 

The aim of this course is to improve students’ use of Spanish and to learn about social, educational, political and cultural issues 

in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

En este curso se hará un repaso general de los contenidos estudiados en el primer año mediante actividades comunicativas, 

con las cuales los estudiantes podrán desarrollar sus habilidades comunicativas en español. 全体的な復習ののち、スペイン語

でコミュニケーションが取れるよう実戦練習を繰り返します。 

 

Different types of spoken and written exercises will be used to practice communication in various situations.  

Class level and content may be tailored to fit the level of the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Nos presentamos.    

目標：日常生活について話したり質問したりすることができる。現在形の復習。 

2. Hablar de lugares. 

目標：自分の家、町、国について話したり質問したりすることができる。現在形の復習。 

3. Hablar por teléfono. 

目標：電話で話す、会う約束をする、予約することができる。現在形の復習。 

4. Un maravilloso fin de semana. 

目標：したことについて話すことができる。点過去１ 

5. Mis últimas vacaciones. 

目標：したことについて話すことができる。点過去２ 

6. Lo conocí en Cuba. 

目標：友達との出会いについて話すことができる。点過去 3。直接目的人称代名詞。 

7. De viaje. 

目標：したことについて話すことができる。点過去４。間接目的人称代名詞。 

8. Tradiciones y costumbres. 

目標：過去の習慣について話すことができる。線過去。比較。 

9. El día estaba soleado. 

目標：過去のある時点の状況について話すことができる。過去進行形。 

10. Cuenta la leyenda que... 

目標：スペイン語圏の言い伝えについて話すことができる。過去進行形。 

11. Buscando trabajo. 

目標：現在と関連がある過去の出来事について話すことができる。現在完了形。 

12. He trabajado en diferentes lugares. 

目標：経験について話すことができる。現在完了形。 

13. Este edificio fue construido en... 

目標：歴史的な出来事について話すことができる。受け身。 

14. まとめ/最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への参加度，積極性(30%)/小テスト，発表(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

授業中にコピーを配ります 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN860 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語中級１ 

(Intermediate Spanish 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
ラマドリード，Ｍ．(LAMADRID MARCELA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次に学習したスペイン語の知識を定着させ，コミュニケーション能力と理解力を伸ばすためのクラスです。 

 

The aim of this course is to improve students’ use of Spanish and to learn about social, educational, political and cultural issues 

in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回，文法事項の応用力をつけるために，ペアを組み練習を繰り返します。読解を進めながら新しい単語を学びます。授業内容

を復習するために毎回練習問題の宿題を出します。 

 

For this class, we have chosen some topics of interest on the culture of Spain and Latin America. This material will allow 

students to expand their knowledge of both language and culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientación de la clase 

2. Saludos, pronunciación y escritura. 

3. ¿Cómo te llamas? 

4. Países de habla hispana 

5. Usos de los números cardinales y ordinales 

6. Soy japonés, de Tokio. 

7. Usos de interrogativos y demostrativos 

8. Test parcial. 

9. Países y nacionalidades 

10. Mi universidad 

11. Usos de los verbos ser y estar 

12. Estudio en la universidad de Salamanca. 

13. Usos de verbos regulares en presente y las horas 

14. Test final. Exposición y entrevista. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(10%)/中間テスト(20%)/課題(10%)/授業への参加度・積極性(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Juan Carlos Moyano. 43130. ¡Muy bien! 1. Asahi (978-255-55094-7 C1087) 

授業中に適宣指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中に適宣指示する。 

 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 
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Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN861 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語中級１ 

(Intermediate Spanish 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

松本 旬子(MATSUMOTO JUNKO) 

モンターニョ(MONTANO MUNOZ J. A.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主な目標は１年次に学習したスペイン語の知識を定着させ，会話力と理解力を高めることです。 

 

The main objective is to reinforce the grammar and structures learned during the previous year and to improve the 

conversational and comprehension capacity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回一つのテーマを取り上げます。内容を理解し、文法や用語を身につけた上で、会話をします。 

１．自分の家族、大学、住んでいる地域、趣味、日常生活について紹介します。 

２．来日する観光客に対して、日本の魅力や交通手段などの説明を皆で考えます。 

３．ペアでお互いに誘い合う会話を作ったり、グループで旅の計画を立てたりします。 

 

Each class deals with a single theme. Once students understand the contents and learn the grammar and terminology, they 

engage in conversation. 

1. Introduce your family, your university, the place you live, your hobbies and daily life. 

2. Explain Japanese culture and daily life from the viewpoint of a tourist visiting the country for the first time. 

3. Work in pairs. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Presentación. 

2. Mi familia/mis amigos. 

3. Mi casa/mi barrio. 

4. Mi universidad. 

5. Mis aficiones. 

6. ¿Qué haces normalmente? 

7. Repaso y test. 

8. ¿Qué atractivos tiene Japón para los turistas extranjeros? 

9. Comparaciones: 

1. Japón vs. otro país. 

2. Tokio vs. otra ciudad. 

10. El transporte en Tokio. 

11. Hacemos un plan de viaje. 

12. Ocio: Cine, conciertos, teatro, exposiciones, deporte, etc. 

13. Reglas en los lugares públicos: tren, biblioteca, cine, etc. 

14. Repaso y test. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内ワーク(40%)/小テスト＆プレゼンテーション(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/ 

http://elpais.com/ 

http://www.elmundo.es/ 

http://www.rtve.es/ 

http://www.clarin.com/ 

http://www.eluniversal.com.mx/ 

http://elcomercio.pe/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FN862 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語中級１ 

(Intermediate Spanish 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴェガ(VEGA G.,ARTURO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

既習の表現・文法を復習しつつ、その知識を広げ発音を磨く。会話の練習を中心に、スペイン語の表現の理解を深めコミュニケー

ション能力を身につける。 

 

This course aims to review previously learned expressions/grammar, expand knowledge, and polish pronunciation. Deepen 

understanding of Spanish expressions and improve communication skills mainly through practice of conversations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、動詞の現在形を中心にスペイン語圏の国々の日常生活や文化を構成する様々な要素を学習しながら、話す・聞

く・読む・書くの四技能をバランスよく身につけるようにする。予習、復習を欠かさず、提出物（宿題）の期限を守り、積極的に授業

に参加することが必須である。 

 

Learn various elements comprising daily lives and cultures in the Spanish-speaking sphere with focus on present tense of verbs, 

and acquire skills in speaking/listening/reading/writing in a balanced manner. Students must prepare for and review the class, 

meet submission deadlines (homework), and actively participate in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、シラバス確認、自己紹介  

2. スペイン語の発音・挨拶 

3. 名前・苗字を理解する 

4. 自己紹介に必要な語彙と表現 

5. 感情の説明、人物描写の表現を学ぶ 

6. 数字と時間の表現 

7. 誕生日、祭日、天候の表現を学ぶ 

8. 家と部屋の表現 

9. 物と場所の関係を説明する 

10. 日常生活について説明する 

11. 大学生活・仕事について話す、頻度と時間の表現 

12. 好きなもの、嫌いなものについて 

13. 食べ物、飲み物、買い物の表現 

14. 全体の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

新語と新表現の予習と復習を必ずすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的な参加と小テスト(30%)/課題の提出と授業内発表(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

出席は必須だが出席とはただそこにいることではない。心して臨むこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使わない。教員が必要な教材を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

和西・西和辞書（紙のもの）を常に携帯する。 

これまでに使った教科書、文法解説書なども携帯する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書を毎回持参すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN863 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語中級２ 

(Intermediate Spanish 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
山浦 アンヘラ(YAMAURA ANGELA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業はこれまで学習してきたスペイン語の知識を使って会話力と理解力を伸ばすためのクラスです。更に，スペイン語を通じ

て，スペイン語圏の文化について知識を深めるクラスでもあります。 

 

This class is for improving your Spanish speaking and comprehension skills using the knowledge you have acquired so far. 

Through the use of the Spanish language, you will also deepen your understanding of Spanish-speaking culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

En este curso se hará un repaso general de los contenidos estudiados en el primer semestre mediante actividades 

comunicativas, con las cuales los estudiantes podrán desarrollar sus habilidades comunicativas en español.  

 

Every week write an essay on the topic of your choice and present it. Discuss and give your opinion on it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 前期の復習 Repaso del primer semestre  

夏休みについて Hablar sobre las vacaciones de verano 

2. Ambiente laboral 

目標：異なった職場環境について話すことができる。前期の復習。 

3. ¿Cómo se hace? 

目標：ものの作り方などのプロセスについて話すことができる。 「Se+動詞」。 

4. ¡Prepararé las maletas! 

目標：未来について話すことができる。 未来形。 

5. En el 2050 

目標：未来の推測について話すことができる。 未来形。 

6. Vida sana 

目標：健康的な生活の習慣について話すことができる。 接続法１。 

7. Que tengas un buen día. 

目標：希望や願いことについて話すことができる。 接続法２。 

8. Me alegra mucho que estés aquí. 

目標：感情について話すことができる。 接続法３。 

9. Me molesta que fumes. 

目標：意見や好みについて話すことができる。 接続法４。 

10. No creo que sea verdad. 

目標：可能性や疑問について話すことができる。 接続法５。 

11. Me siento mal. 

目標：健康状態について話すことができる。 動詞「ser, estar, tener」 

12. Te aconsejo que hagas ejercicio. 

目標：アドバイスについて話すことができる。 命令形。 

13. Respire profundo. 

目標：命令や指示などについて話すことができる。命令形。 

14. まとめ/最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への参加度，積極性(30%)/小テスト，発表(30%) 

2020 年度春学期は「筆記試験」は実施できません。 
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テキスト（Textbooks） 

授業中にコピーを配ります。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN864 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語中級２ 

(Intermediate Spanish 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
ラマドリード，Ｍ．(LAMADRID MARCELA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業はこれまで学習してきたスペイン語の知識を使って会話力と理解力を伸ばすためのクラスです。更に，スペイン語を通じ

て，スペイン語圏の文化について知識を深めるクラスでもあります。 

 

This class is for improving your Spanish speaking and comprehension skills using the knowledge you have acquired so far. 

Through the use of the Spanish language, you will also deepen your understanding of Spanish-speaking culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回，文法事項の応用力をつけるために，ペアを組み練習を繰り返します｡読解を進めながら新しい単語を学びます｡ 授業内容

を復習するために毎回練習問題の宿題を出します｡ 

 

For this class, we have chosen some topics of interest on the culture of Spain and Latin America. This material will allow 

students to expand their knowledge of both language and culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientación de la clase. 

2. La familia 

3. Usos de adjetivos demostrativos 

4. En vacaciones voy a ir a Barcelona. 

5. Usos de querer y tener 

6. Me gusta mucho la música pop. 

7. Usos de pronombres con preposición 

8. Test parcial 

9. Los jóvenes japoneses y los jóvenes mexicanos 

10. De compras 

11. Usos de pronombres de OD y OI 

12. Los mexicanos se levantan pronto. 

13. Fiestas de los países hispanohablantes 

14. Test. Presentación y entrevista. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(10%)/中間テスト(20%)/課題(10%)/授業への参加度・積極性(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Juan Carlos Moyano. 43130. ¡Muy bien! 2. Asahi (978-255-55094-7 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中に適宣指示する。 

 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 
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Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 527 - 

■FN865 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語中級２ 

(Intermediate Spanish 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

モンターニョ(MONTANO MUNOZ J. A.) 

【2020 年 7 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前）松本 旬子(MATSUMOTO JUNKO)・モンターニョ(MONTANO MUNOZ J. A.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主な目標は１年次に学習したスペイン語の知識を定着させ、会話力と理解力を高めることです。 

過去形を駆使し、接続法を使いながら、さらにコミュニケーション力を深めます。 

 

The main objective is to reinforce the grammar and structures learned during the previous year and to improve the 

conversational and comprehension capacity. 

Students develop good command of the past tense and deepen their communication skills while using the subjunctive mode. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回一つのテーマを取り上げます。内容を理解し、文法や用語を身につけた上で、会話をします。 

１．過去形を使い分け、過去の出来事や経験、幼い時の思い出を紹介します。 

２．来日する観光客に対して、日本の文化を紹介し、旅のアドバイスを皆で考えます。 

３．接続法を使い、希望、仮定、苦情などを表します。 

 

Each class deals with a single theme. Once students understand the contents and learn the grammar and terminology, they 

engage in conversation. 

1. Talk about past events, experiences, and memories from your childhood. 

2. Introduce Japanese culture and give travel advice for tourists visiting Japan. 

3. Using the subjunctive mode, express your wishes, assumptions and grievances. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ¿Qué has hecho en las vacaciones de verano? 

2. ¿Qué hiciste ayer? 

3. ¿Cómo eras de niño? ¿Qué hacías? ¿Qué te gustaba? 

4. Mi biografía. 

5. Consejos. 

6. Recomendaciones de viaje para un turista en Japón. 

7. Repaso y test. 

8. ¿Cómo son los japoneses? 

¿Cómo son los españoles? 

9. 接続法 

¡Eso no me gusta! 

Me molesta que... 

10. 接続法 

Mis deseos: Quiero que..., espero que... 

11. 接続法 

A: ¿Es posible que llueva? 

B: Yo creo que no va a llover. 

A: Pero es posible que llueva. 

12. 接続法 

A: ¿Qué tengo que hacer para aprobar el examen? 

B: Es necesario que estudies. 

13. 接続法 

Una entrevista de trabajo. 

14. Repaso y test. 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内ワーク(40%)/小テスト＆プレゼンテーション(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/ 

http://elpais.com/ 

http://www.elmundo.es/ 

http://www.rtve.es/ 

http://www.clarin.com/ 

http://www.eluniversal.com.mx/ 

http://elcomercio.pe/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FN866 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語中級２ 

(Intermediate Spanish 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴェガ(VEGA G.,ARTURO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

語彙を広げ、文法を強化し、会話の練習を中心に発音を磨く。スペイン語圏の文化に関する知識を深め、｢話す、聞く、読む、書く｣

能力の強化を目指す。 

 

This course aims to increase vocabulary, enhance grammar, and polish pronunciation mainly through practice of conversations. 

Deepen knowledge on cultures of Spanish-speaking spheres, and aim to enhance "speaking, listening, reading, and writing” skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、スペイン語圏の国々の日常生活や文化を構成する様々なテーマを紹介し、会話練習やプレゼンテーションを重

ね、コミュニケーション能力を深めていく。また、過去時制の様々な表現にも取り組む。予習、復習を欠かさず、提出物（宿題）の期

限を守り、積極的に授業に参加することが必須である。 

 

The course will introduce various themes comprising daily lives and culture in the Spanish-speaking sphere, and deepen 

communication skills through repeated practice of conversation and presentations. Students will also learn various past tense 

expressions. Students must prepare for and review the class, meet submission deadlines (homework), and actively participate in 

class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、自己紹介、文法の復習 

2. 「今何をしていますか？」 現在進行形 

3. 日常生活について 再帰動詞 

4. 交通機関について 比較級の表現 

5. 「もう、昼ごはんを食べましたか？」 現在完了形 

6. 「タコスを食べたことがある？」 現在完了形 

7. 「子どものころ、・・・」 点過去、線過去 

8. 以前と今について 線過去と現在形 

9. 「きのう、買い物に行きました。」 点過去 

10. 「先週、何をしましたか？」 点過去 

11. 「来週、旅行に行きます。」 未来形 

12. 道順を説明する 命令形 

13. 「教室へ行ったら、もうテストが始まっていた。」 過去完了 

14. 全体の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

新語と新表現の予習と復習を必ずすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的な参加と小テスト(30%)/課題の提出と授業内発表(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

出席は必須だが出席とはただそこにいることではない。心して臨むこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使わない。教員が必要な教材を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

和西・西和辞書（紙のもの）を常に携帯する。 

これまでに使った教科書、文法解説書なども携帯する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書を毎回持参すること。 
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注意事項（Notice） 
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■FN867 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード１ 

(Intermediate Spanish 1 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
稲森 広朋(INAMORI HIROTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

既習文法，語彙力を活かして，スペイン語で書かれた記事やエッセイの読解に挑戦する。 

 

Making use of the grammar and vocabulary you have already learned, challenge yourself to read articles and essays written in 

Spanish. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回，授業冒頭で既習文法の確認と講読文のポイント説明をする。その後，受講生は辞書を使って自力で指定範囲の翻訳をし，

最後に担当教員とともに翻訳内容を吟味する。 

講読テーマとしてスペイン語圏における歴史，文化，政治経済，娯楽など幅広く扱うため，副教材として映像資料や文献を適宜紹

介することで受講生の理解の一助としたい。また講読した文章についての簡単な討論を通じ，スペイン語のみならず，同文化圏

の更なる理解を促す。 

 

At the beginning of each class, students review the grammar they have already learned and explain the points of the reading. 

Then, students use a dictionary to translate a specified range, and finally they will scrutinize the details of the translation with 

the teacher in charge. 

In order to more extensively deal with the reading themes of history, culture, political economy and entertainment in the 

Spanish-speaking sphere, additional course materials such as video materials and literature will be introduced as appropriate to 

help with student understanding. Also, through simple discussions of the texts that have been read, we encourage further 

understanding of not only Spanish but culture within the Spanish-speaking sphere. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス 既習文法の確認作業 

2. スペイン人記者によるエッセイの講読 - 美容と医療制度から見たアジア諸国の特徴 - (1) 

3. スペイン人記者によるエッセイの講読 - 美容と医療制度から見たアジア諸国の特徴 - (2) 

4. スペインの人気シェフによるエッセイの講読 - 健康的な食生活とダイエット - (1) 

5. スペインの人気シェフによるエッセイの講読 - 健康的な食生活とダイエット - (2) 

6. 脳科学者によるエッセイの講読 - 男と女の違いについて - (1)  

7. 脳科学者によるエッセイの講読 - 男と女の違いについて - (2) 

8. 中間テスト 

9. 世界スポーツ長者番付 - 世界で活躍するスペイン語圏のスポーツ選手達 -  

10. スペイン語圏の若者文化 - 若者達の夜遊びについて -  

11. 訛りによる差別？ - スペインのラジオ局を解雇された中南米出身者 - 

12. スペイン経済 - 住宅バブルの崩壊とその社会的影響について - 

13. まとめ - スペイン語講読のポイントと注意点 -  

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

既習文法の確認作業は絶えず行うこと。また，語彙を増やすために日頃から図書館のスペイン語新聞データベースやスペインお

よび中南米発行の雑誌などを利用するのが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席および授業参加度(30%)/中間テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配付のためテキストは使用しない。ただし辞書は使うので授業に必ず持参すること。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN868 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード１ 

(Intermediate Spanish 1 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
宮下 和大(MIYASHITA KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「スペイン語基礎１」、「スペイン語基礎２」での学習項目を基礎にして，中級レベルのスペイン語の項目を新規に扱いつつ，主に

読解や簡単な作文に応用することを目指す。 

 

Based on the items learned in “Basic Spanish 1” and “Basic Spanish 2,” this course aims for students to deal with intermediate 

level grammatical items while applying what they have learned mainly through reading comprehension and writing simple essays. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「スペイン語基礎１」、「スペイン語基礎２」で学習した直説法全般の復習・補強をしてから，接続法や命令形を使用するための未

習の文法事項も学んでいく。単に事実を言うだけでなく，「人に何かしてほしい」「してください」といったより幅広い表現のために

は，これらの文法の理解が必要になる。授業では旅行の会話を扱ったテキストを主軸に，文章の読み取りや簡単な作文への応

用といった練習をしながら，上記の項目を学んでいく。 

 

After generally reviewing and reinforcing the indicative mood learned in “Basic Spanish 1” and “Basic Spanish 2,” students learn 

grammatical matters in order to use the subjunctive mood and the imperative forms. In addition to simply making statements, it 

is essential to understand these items in order to make broader expressions such as “I want someone to do something” and 

“please do something.” In this class, students learn the above mentioned items while applying them through practice with 

reading sentences and writing simple essays, centering on texts that deal with travel-related conversations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，イントロダクション，グラナダ（スペイン） 

2. グラナダ（スペイン） 

3. セビーリャ（スペイン） 

4. セビーリャ（スペイン） 

5. ハバナ（キューバ） 

6. ハバナ（キューバ） 

7. 中間テスト，テオティワカン（メキシコ） 

8. テオティワカン（メキシコ） 

9. ティカル（グアテマラ） 

10. ティカル（グアテマラ） 

11. マチュ・ピチュ（ペルー） 

12. マチュ・ピチュ（ペルー） 

13. 復習，予備日 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

スペイン語の学習方法については，各自経験的に身につけていることと思う。授業の理解を助けるため，各回の予習（過去の知

識の確認，単語の確認，テキストの新規項目の確認，など）と，各回の復習（授業内容の自分なりのまとめ，何を新しく知ったのか

の確認，など）は必須となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(35%)/最終テスト(Final Test)(35%)/授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 禪野美帆ほか、2014、『Conociendo el Patrimonio de la Humanidad （世界遺産を訪ねて）[改訂版]』、朝日出版社 (ISBN:978-

4-255-55068-8) 

 

参考文献（Readings） 

必要なときには，授業中に適宜指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN869 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード２ 

(Intermediate Spanish 2 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
宮下 和大(MIYASHITA KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「スペイン語基礎１」、「スペイン語基礎２」での学習項目を基礎にして，中級レベルのスペイン語の項目を新規に扱いつつ，それら

を主に口頭コミュニケーションに応用することを目指す。 

 

Based on the items learned in “Basic Spanish 1” and “Basic Spanish 2,” this course aims for students to deal with intermediate 

level grammatical items while applying what they have learned mainly through oral communication. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「スペイン語基礎１」、「スペイン語基礎２」で学習する直説法全般の復習・補強をしてから，接続法や命令形を使用するための未

習の文法事項も学んでいく。単に事実を言うだけでなく，「人に何かしてほしい」「してください」といったより幅広い表現のために

は，これらの文法の理解が必要になる。授業では，配付資料・教材を用いて上記の項目を学びながら，口頭での質疑応答などの

練習，学生同士のペア・グループ練習や，授業外課題をもとにした口頭発表，などを行っていく。 

 

After generally reviewing and reinforcing the indicative mood learned in “Basic Spanish 1” and “Basic Spanish 2,” students learn 

grammatical matters in order to use the subjunctive mood and the imperative forms. In addition to simply making statements, it 

is essential to understand these items in order to make broader expressions such as “I want someone to do something” and 

“please do something.” In this class, students use the above items using the distributed course materials while practicing oral 

questions and answers, pair and group practice with classmates and making oral presentations on subjects from outside of 

class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，イントロダクション，既習項目の確認・復習 

2. 既習項目の確認・復習 

3. 現在時以前の時制のまとめ（現在完了，点過去，線過去） 

4. 現在時以前の時制のまとめ（現在完了，点過去，線過去） 

5. 完了系時制のまとめ（現在完了，過去完了，未来完了） 

6. 完了系時制のまとめ（現在完了，過去完了，未来完了） 

7. 中間テスト 

8. 基準時以降の時制のまとめ（未来，過去未来，過去未来完了） 

9. 基準時以降の時制のまとめ（未来，過去未来，過去未来完了） 

10. 命令法と命令文（命令表現） 

11. 命令法と命令文（命令表現） 

12. 命令法と命令文（命令表現） 

13. 復習，予備日 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

スペイン語の学習方法については，各自経験的に身につけていることと思う。授業の理解を助けるため，各回の予習（過去の知

識の確認，単語の確認，テキストの新規項目の確認，など）と，各回の復習（授業内容の自分なりのまとめ，何を新しく知ったのか

の確認，など）は必須となる。なお，コミュニケーション面を重視した科目のため，各回の授業に出席するためには意見の表明，課

題の発表に向けた準備が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%)/授業参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各受講者の既習項目範囲や理解度などに合わせて，適宜配付資料・教材を用いる予定である。 

 

参考文献（Readings） 
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必要なときには，授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN870 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード２ 

(Intermediate Spanish 2 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 浩史(YAMAMOTO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の基礎を固めつつ更なる向上を図る。 

スペイン語基礎１・２では文法の説明および読解が中心になってきたが，スペイン語スタンダードでは能動的な運用が出来ること

を目指す。ある程度の日常的な文章(たとえば 100 ワード程度の日記)を書けるようになることを目指してゆく。 

 

In this course, students reinforce and further improve their foundation in Spanish. 

While Basic Spanish 1 and 2 focused on grammar explanations and reading comprehension, Intermediate Spanish aims for 

students to be able to actively make use of Spanish. The objective is for students to be able to write routine compositions to a 

certain degree (for example, a diary of about 100 words). 

 

授業の内容（Course Contents） 

特に作文・読解を中心に練習を積む。必要であれば時制の復習も行う。 

時制の使い分け，前置詞の使い分け，関係代名詞・副詞や接続詞を用いて複文・重文を作る練習にも挑戦する。単語の成り立ち

やその考え方のつかみ方も使い分ける際に重要であるので，その点についても適宜解説を行う。また，受講生のレベルにもよる

が，接続法の解説および練習もくわえる。 

 

Students practice mostly with writing and reading comprehension. If necessary, tenses are reviewed. 

Students also practice attempting to produce complex sentences and compound sentences while properly using tenses, 

properly using prepositions and using relative pronouns, adverbs and conjunctions. Since it is important to understand a word’s 

etymology and line of thinking in order to use it properly, these points are explained accordingly. Also, depending on student 

level, explanations and practice for the subjunctive mood will be added. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 基礎の復習と確認 

2. 時制の使い分け（現在と過去） 

3. 時制の使い分け(過去時制) 

4. 時制の使い分け(過去と未来) 

5. 前置詞の種類 

6. 前置詞の使い分け 

7. 関係代名詞・副詞の種類 

8. 関係代名詞・副詞の使い分け 

9. 接続詞と文章の組み立て（理由を述べる） 

10. 接続詞と文章の組み立て（目的を述べる） 

11. 接続法基礎 

12. 接続法応用 

13. 接続法まとめ 

14. 最終テスト まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本的な文法は押さえている前提で進めるので，受講の際には自主的な復習が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/中間テスト(10%)/授業参加の積極性など(50%)/その他課題(10%) 

辞書は必須であるので必ず持ってくること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 菅原 昭江、2011、『本気で学ぶスペイン語』、同学社 (ISBN:978-4810203929) 

 

参考文献（Readings） 
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1. エミリオ・ガジェゴ 山本浩史、2016、『スペイン語動詞の決め技』、白水社 (ISBN:9784560087299) 

その他にもスペイン語の新聞やひいては SNSの投稿などをネットで閲覧するなども有用です。あるものは使う精神で。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN871 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード３ 

(Intermediate Spanish 3 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
稲森 広朋(INAMORI HIROTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

既習文法や語彙力を活かして，スペイン語で書かれた文学作品などの多少高度な文章の読解に挑戦する。 

 

Making use of the grammar and vocabulary you have already learned, challenge yourself to read somewhat advanced texts in 

literary works written in Spanish. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業冒頭で既習文法の確認と講読文のポイントを説明する。その後，受講生は辞書を使って自力で指定範囲の翻訳をし，最後

に担当教員とともに翻訳内容を吟味する。本講義では散文のみならず詩歌なども扱うため，ある程度の予備知識も必要となる

が，その点についての簡単な解説も加える。 

 

At the beginning of class, students review the grammar they have already learned and explain the points of the reading. Then, 

students use a dictionary to translate a specified range, and finally they will scrutinize the details of the translation with the 

teacher in charge. Because this lecture deals with poetry in addition to prose, a certain extent of background knowledge is 

necessary, so brief explanations of these points are also added. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス 既習文法の確認作業 

2. スペインの詩人による詩歌（抜粋）の講読 

3. ラテンアメリカの詩人による詩歌（抜粋）の講読 

4. スペインの名作文学（抜粋）に触れる (1) 

5. スペインの名作文学（抜粋）に触れる (2) 

6. ラテンアメリカの名作文学（抜粋）に触れる (1) 

7. ラテンアメリカの名作文学（抜粋）に触れる (2) 

8. 中間テスト 

9. スペイン語版の日本語小説（抜粋）の講読 (1) 

10. スペイン語版の日本語小説（抜粋）の講読 (2) 

11. スペイン語で漫画を読む (1) 

12. スペイン語で漫画を読む (2) 

13. まとめ - スペイン語講読におけるポイントと注意点 - 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

既習文法の確認作業は絶えず行うこと。また，語彙を増やすために日頃から図書館のスペイン語新聞データベースやスペインお

よび中南米発行の雑誌などを利用するのが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席および授業参加度(30%)/中間テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配付のためテキストは使用しない。ただし辞書は使うので授業に必ず持参すること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 
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Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN872 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード３ 

(Intermediate Spanish 3 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
宮下 和大(MIYASHITA KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「スペイン語基礎１」、「スペイン語基礎２」での学習項目を基礎にして，中級レベルのスペイン語の項目を新規に扱いつつ，主に

読解や簡単な作文に応用することを目指す。 

 

Based on the items learned in “Basic Spanish 1” and “Basic Spanish 2,” this course aims for students to deal with intermediate 

level grammatical items while applying what they have learned mainly through reading comprehension and writing simple essays. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「スペイン語基礎１」、「スペイン語基礎２」で学習した直説法全般の復習・補強をしてから，接続法や命令形といった未習の文法

事項も学んでいく。単に事実を言うだけでなく，「人に何かしてほしい」「してください」といったより幅広い表現のためには，これら

の文法の理解が必要になる。授業では旅行の会話を扱ったテキストを主軸に，文章の読み取りや簡単な作文への応用といった

練習をしながら，上記の項目を学んでいく。 

 

After generally reviewing and reinforcing the indicative mood learned in “Basic Spanish 1” and “Basic Spanish 2,” students learn 

grammatical matters such as the subjunctive mood and the imperative forms. In addition to simply making statements, it is 

essential to understand these items in order to make broader expressions such as “I want someone to do something” and 

“please do something.” In this class, students learn the above mentioned items while applying them through practice with 

reading sentences and writing simple essays, centering on texts that deal with travel-related conversations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，イントロダクション，メキシコ市（メキシコ） 

2. メキシコ市（メキシコ） 

3. クスコ（ペルー） 

4. クスコ（ペルー） 

5. ポトシ（ボリビア） 

6. ポトシ（ボリビア） 

7. 中間テスト，ラ・サンティシマ・トリニダードとヘスス・デ・タバランゲ（パラグアイ） 

8. ラ・サンティシマ・トリニダードとヘスス・デ・タバランゲ（パラグアイ） 

9. ガラパゴス諸島（エクアドル） 

10. ガラパゴス諸島（エクアドル） 

11. ラパ・ヌイ国立公園（チリ） 

12. ラパ・ヌイ国立公園（チリ） 

13. 復習，予備日 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

スペイン語の学習方法については，各自経験的に身につけていることと思う。授業の理解を助けるため，各回の予習（過去の知

識の確認，単語の確認，テキストの新規項目の確認，など）と，各回の復習（授業内容の自分なりのまとめ，何を新しく知ったのか

の確認，など）は必須となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(35%)/最終テスト(Final Test)(35%)/授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 禪野美帆ほか、2014、『Conociendo el Patrimonio de la Humanidad （世界遺産を訪ねて）[改訂版]』、朝日出版社 (ISBN:978-

4-255-55068-8) 

 

参考文献（Readings） 

必要なときには，授業中に適宜指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN873 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード４ 

(Intermediate Spanish 4 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
宮下 和大(MIYASHITA KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「スペイン語基礎１」、「スペイン語基礎２」での学習項目を基礎にして，中級レベルのスペイン語の項目を新規に扱いつつ，それら

を主に口頭コミュニケーションに応用することを目指す。 

 

Based on the items learned in “Basic Spanish 1” and “Basic Spanish 2,” this course aims for students to deal with intermediate 

level grammatical items while applying what they have learned mainly through oral communication. 

 

授業の内容（Course Contents） 

直説法全般および，接続法や命令形といった中級レベルの学習事項の復習・補強をしつつ，接続法過去など，もう少し複雑な表

現に必要となる文法事項などを学んでいく。授業では，配付資料・教材を用いて上記の項目を学びながら，より高度な口頭表現

や質疑応答などの練習を行っていく。 

 

While reviewing and reinforcing items studied at the intermediate level such as the indicative mood, the subjunctive mood and 

the imperative forms, students learn grammatical items necessary for more complex expressions, such as the imperfect past 

subjunctive. During class, students learn the above items using the distributed course materials while practicing more advanced 

oral expressions and questions and answers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，イントロダクション，既習項目の確認・復習、接続法現在（名詞節） 

2. 接続法現在（名詞節） 

3. 接続法現在（名詞節） 

4. 接続法現在（名詞節） 

5. 接続法現在（形容詞節） 

6. 接続法現在（形容詞節） 

7. 中間テスト，接続法現在（副詞節） 

8. 接続法現在（副詞節） 

9. 接続法現在（副詞節） 

10. 接続法現在完了 

11. 接続法現在完了 

12. 接続法過去、過去完了 

13. 接続法過去、過去完了 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

スペイン語の学習方法については，各自経験的に身につけていることと思う。授業の理解を助けるため，各回の予習（過去の知

識の確認，単語の確認，配付資料・教材の新規項目の確認，など）と，各回の復習（授業内容の自分なりのまとめ，何を新しく知

ったのかの確認，など）は必須となる。なお，コミュニケーション面を重視した科目のため，各回の授業に出席するためには意見

の表明，課題の発表に向けた準備が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%)/授業参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各受講者の既習項目範囲や理解度などに合わせて，適宜配付資料・教材を用いる予定である。 

 

参考文献（Readings） 

必要なときには，授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN874 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語スタンダード４ 

(Intermediate Spanish 4 (weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 浩史(YAMAMOTO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主にスペイン語の接続法について学び，文法を体系的に理解する。また，過去時制の使い分けなど，作文するうえで必要な点に

ついても補足していく。100ワード程度の作文で，物事に対する自分の簡単な意見を述べられることをひとつの目標として進め

る。 

 

In this class, students learn mostly about the subjunctive mood in Spanish and systematically learn the grammar. Points that 

are necessary for writing, such as the proper use of the past tense, are also supplemented. One objective of this class is for 

students to be able to briefly express their opinions on things in short essays of about 100 words. 

 

授業の内容（Course Contents） 

スペイン語の柱の一つである接続法の使い方，およびその使い分けについて学ぶ。必修科目では深められない時制についても

補足していく。また，単なる時制の使い分けにとどまらず，良くある言い回しなどを通じて，日西の考え方の違いについても理解を

深めてゆく。 

 

Students learn how to use the subjunctive mood, which is one of the pillars of the Spanish language, and how to use it for 

different purposes. Tenses which cannot be deepened through the compulsory subjects are also supplemented. Students also 

cultivate a better understanding of the differences between Japanese and Spanish ways of thinking through not only the proper 

use of simple tenses, but also common expressions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 基礎の復習と確認 現在・過去・未来の使い分け 

2. スペイン語の「理由」と「状況」の違い 

3. 接続法の考え方と活用形 

4. 接続法 感情と可能性 

5. 接続法 願望と仮定 

6. 接続法 副詞句 

7. 接続法 独立用法 

8. 接続法現在まとめ 

9. 接続法過去の活用と用法 

10. 接続法過去の用法と応用 

11. スペイン語でよく使われる表現・慣用句 

12. スペイン語でよく使われる表現・慣用句 

13. テスト前まとめ 西語の文法総復習 

14. 最終テスト まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

スペイン語の基礎文法を理解していることを前提で進める。忘れている場合は復習しておくこと。また外国語学習の元となるのは

母語であるので，日常的にさまざまな文章を読んでいることが望ましい。毎回作文するので辞書は必ず持ってくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/中間課題（作文）(20%)/授業への参加度・積極性(50%) 

授業の進行は受講者の習熟度にもよるので，必ずしもこの通りに進むわけではない。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配付する。ただし辞書は必須であるので必ず持ってくること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 菅原昭江、2011、『本気で学ぶスペイン語』、同学社 (ISBN:978-4810203929) 

2. エミリオ・ガジェゴ 山本浩史、2016、『スペイン語動詞の決め技』、白水社 (ISBN:9784560087299) 

1 年次に使った教科書や当時のメモなども役に立つ場合があるので，必要と感じたら持参すること。それ以外も需要に応じて授業
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内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スペイン語圏の新聞やニュースサイトなどを時々みてみることも有益です。授業内容を理解していけば、回を追うごとに読めるよ

うになるはずです。 

 

このクラスを受講するためには DELE A2 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE A2 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 547 - 

■FN879 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語入門 

(Beginner's Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 惠(SASAKI MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の基本構造を学び，自己紹介など初歩的な表現力とスペイン語圏の常識を身につける。 

 

Students learn the basic structure of Spanish and acquire elementary expressive skills, such as self-introductions, and general 

knowledge on the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち練習問題，重要表現の反復練習，簡単な作文，自己表現練習などを行う。適宜小テストなどをはさむ。 

 

On basic grammar comprehension, students perform role-playing excercises, learn important expressions and practice simple 

sentence composition and self-introduction. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音 

2. 名詞と冠詞，文の構造 

3. 代名詞（主語)，文の構造，ser と形容詞 

4. スペイン語の be 動詞 

5. 基本動詞の使い分け（ser，estar，hay) 

6. 直説法現在時制の動詞 

7. 直説法現在時制の動詞 

8. 直説法現在時制の動詞 

9. 直説法現在時制の動詞 

10. 直説法現在時制の動詞とその表現 

11. 直説法現在時制の動詞とその表現 

12. 直説法現在時制の動詞とその表現 

13. 目的格代名詞と三人称構文 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習の励行。各担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 四宮瑞枝他、『アクシオン！ 改訂版』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

『言語履修 HP』参照。まずはよい辞書（必須）。電子辞書の使用は避けること。課外でも積極的にスペイン語に親しもう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年４月に新１年生と一から

やり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN880 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語入門 

(Beginner's Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
稲森 広朋(INAMORI HIROTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の基本構造を学び，自己紹介など初歩的な表現力とスペイン語圏の常識を身につける。 

 

Students learn the basic structure of Spanish and acquire elementary expressive skills, such as self-introductions, and general 

knowledge on the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち練習問題，重要表現の反復練習，簡単な作文，自己表現練習などを行う。適宜小テストなどをはさむ。 

 

On basic grammar comprehension, students perform role-playing excercises, learn important expressions and practice simple 

sentence composition and self-introduction. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音 

2. 名詞と冠詞，文の構造 

3. 代名詞（主語)，文の構造，ser と形容詞 

4. スペイン語の be 動詞 

5. 基本動詞の使い分け（ser，estar，hay) 

6. 直説法現在時制の動詞 

7. 直説法現在時制の動詞 

8. 直説法現在時制の動詞 

9. 直説法現在時制の動詞 

10. 直説法現在時制の動詞とその表現 

11. 直説法現在時制の動詞とその表現 

12. 直説法現在時制の動詞とその表現 

13. 目的格代名詞と三人称構文 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習の励行。各担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 四宮瑞枝他、『アクシオン！ 改訂版』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

『言語履修 HP』参照。まずはよい辞書（必須）。電子辞書の使用は避けること。課外でも積極的にスペイン語に親しもう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年４月に新１年生と一から

やり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN881 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語入門 

(Beginner's Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
山道 太郎(YAMAMICHI TAROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の基本構造を学び，自己紹介など初歩的な表現力とスペイン語圏の常識を身につける。 

 

Students learn the basic structure of Spanish and acquire elementary expressive skills, such as self-introductions, and general 

knowledge on the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち練習問題，重要表現の反復練習，簡単な作文，自己表現練習などを行う。適宜小テストなどをはさむ。 

 

On basic grammar comprehension, students perform role-playing excercises, learn important expressions and practice simple 

sentence composition and self-introduction. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音 

2. 名詞と冠詞，文の構造 

3. 代名詞（主語)，文の構造，ser と形容詞 

4. スペイン語の be 動詞 

5. 基本動詞の使い分け（ser，estar，hay) 

6. 直説法現在時制の動詞 

7. 直説法現在時制の動詞 

8. 直説法現在時制の動詞 

9. 直説法現在時制の動詞 

10. 直説法現在時制の動詞とその表現 

11. 直説法現在時制の動詞とその表現 

12. 直説法現在時制の動詞とその表現 

13. 目的格代名詞と三人称構文 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習の励行。各担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 四宮瑞枝他、『アクシオン！ 改訂版』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

『言語履修 HP』参照。まずはよい辞書（必須）。電子辞書の使用は避けること。課外でも積極的にスペイン語に親しもう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年４月に新１年生と一から

やり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN882 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語入門 

(Beginner's Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 喬史(KOGA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の基本構造を学び，自己紹介など初歩的な表現力とスペイン語圏の常識を身につける。 

 

Students learn the basic structure of Spanish and acquire elementary expressive skills, such as self-introductions, and general 

knowledge on the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち練習問題，重要表現の反復練習，簡単な作文，自己表現練習などを行う。適宜小テストなどをはさむ。 

 

On basic grammar comprehension, students perform role-playing excercises, learn important expressions and practice simple 

sentence composition and self-introduction. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音 

2. 名詞と冠詞，文の構造 

3. 代名詞（主語)，文の構造，ser と形容詞 

4. スペイン語の be 動詞 

5. 基本動詞の使い分け（ser，estar，hay) 

6. 直説法現在時制の動詞 

7. 直説法現在時制の動詞 

8. 直説法現在時制の動詞 

9. 直説法現在時制の動詞 

10. 直説法現在時制の動詞とその表現 

11. 直説法現在時制の動詞とその表現 

12. 直説法現在時制の動詞とその表現 

13. 目的格代名詞と三人称構文 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習の励行。各担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 四宮瑞枝他、『アクシオン！ 改訂版』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

『言語履修 HP』参照。まずはよい辞書（必須）。電子辞書の使用は避けること。課外でも積極的にスペイン語に親しもう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年４月に新１年生と一から

やり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN883 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語入門 

(Beginner's Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の基本構造を学び，自己紹介など初歩的な表現力とスペイン語圏の常識を身につける。 

 

Students learn the basic structure of Spanish and acquire elementary expressive skills, such as self-introductions, and general 

knowledge on the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち練習問題，重要表現の反復練習，簡単な作文，自己表現練習などを行う。適宜小テストなどをはさむ。 

 

On basic grammar comprehension, students perform role-playing excercises, learn important expressions and practice simple 

sentence composition and self-introduction. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音 

2. 名詞と冠詞，文の構造 

3. 代名詞（主語)，文の構造，ser と形容詞 

4. スペイン語の be 動詞 

5. 基本動詞の使い分け（ser，estar，hay) 

6. 直説法現在時制の動詞 

7. 直説法現在時制の動詞 

8. 直説法現在時制の動詞 

9. 直説法現在時制の動詞 

10. 直説法現在時制の動詞とその表現 

11. 直説法現在時制の動詞とその表現 

12. 直説法現在時制の動詞とその表現 

13. 目的格代名詞と三人称構文 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習の励行。各担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土井裕文他、『¡Ahora, tú! 君もやってみよう!スペイン語』、朝日出版社 

 

参考文献（Readings） 

『言語履修 HP』参照。まずはよい辞書（必須）。電子辞書の使用は避けること。課外でも積極的にスペイン語に親しもう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年４月に新１年生と一から

やり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN884 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語入門 

(Beginner's Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 

ガジエゴ，Ｅ．(GALLEGO,EMILIO) 

佐藤 邦彦(SATO KUNIHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の基本構造を学び，自己紹介など初歩的な表現力とスペイン語圏の常識を身につける。 

 

Students learn the basic structure of Spanish and acquire elementary expressive skills, such as self-introductions, and general 

knowledge on the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち練習問題，重要表現の反復練習，簡単な作文，自己表現練習などを行う。適宜小テストなどをはさむ。 

 

On basic grammar comprehension, students perform role-playing excercises, learn important expressions and practice simple 

sentence composition and self-introduction. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音 

2. 名詞と冠詞，文の構造 

3. 代名詞（主語)，文の構造，ser と形容詞 

4. スペイン語の be 動詞 

5. 基本動詞の使い分け（ser，estar，hay) 

6. 直説法現在時制の動詞 

7. 直説法現在時制の動詞 

8. 直説法現在時制の動詞 

9. 直説法現在時制の動詞 

10. 直説法現在時制の動詞とその表現 

11. 直説法現在時制の動詞とその表現 

12. 直説法現在時制の動詞とその表現 

13. 目的格代名詞と三人称構文 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習の励行。各担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土井裕文他、『¡Ahora, tú! 君もやってみよう!スペイン語』、朝日出版社 

 

参考文献（Readings） 

『言語履修 HP』参照。まずはよい辞書（必須）。電子辞書の使用は避けること。課外でも積極的にスペイン語に親しもう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年４月に新１年生と一から

やり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN885 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語初級 

(Elementary Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 惠(SASAKI MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎スペイン語入門」を踏まえ，受容・発信両面の幅を広げ，スペイン語圏の歴史・文化・社会に親しむ姿勢を養う。 

 

Standing on “Beginner's Spanish,” students broaden both receptive and expressive skills and cultivate an intimate acquaintance 

with history, culture and society in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち，重要表現の反復練習。既習事項全般を組み合わせ，慣用句や語彙の習得に努める。適宜小テストなどをはさ

む。 

 

On basic grammar comprehension, students practice important expressions and repeat them. Students try to learn useful frases 

and vocabulary by combining all of their previously learned subjects. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 再帰動詞と特殊表現 

2. 分詞を用いた表現 

3. 不定語・否定語 

4. 直説法過去時制の動詞 

5. 直説法過去時制の動詞 

6. 直説法過去時制の動詞 

7. 直説法過去時制の動詞 

8. 直説法過去時制の動詞とその表現 

9. 直説法過去時制の動詞とその表現 

10. 直説法過去時制の動詞とその表現 

11. その他の動詞表現 

12. その他の動詞表現 

13. その他の動詞表現 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少の前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「基礎スペイン語入門」の内容を開講前によく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 四宮瑞枝他、『アクシオン！ 改訂版』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

「基礎スペイン語入門」の項を参照。電子辞書の使用は避けること。地図・年表を活用してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年９月に新１年生のクラス

でやり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN886 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語初級 

(Elementary Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
稲森 広朋(INAMORI HIROTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎スペイン語入門」を踏まえ，受容・発信両面の幅を広げ，スペイン語圏の歴史・文化・社会に親しむ姿勢を養う。 

 

Standing on “Beginner's Spanish,” students broaden both receptive and expressive skills and cultivate an intimate acquaintance 

with history, culture and society in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち，重要表現の反復練習。既習事項全般を組み合わせ，慣用句や語彙の習得に努める。適宜小テストなどをはさ

む。 

 

On basic grammar comprehension, students practice important expressions and repeat them. Students try to learn useful frases 

and vocabulary by combining all of their previously learned subjects. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 再帰動詞と特殊表現 

2. 分詞を用いた表現 

3. 不定語・否定語 

4. 直説法過去時制の動詞 

5. 直説法過去時制の動詞 

6. 直説法過去時制の動詞 

7. 直説法過去時制の動詞 

8. 直説法過去時制の動詞とその表現 

9. 直説法過去時制の動詞とその表現 

10. 直説法過去時制の動詞とその表現 

11. その他の動詞表現 

12. その他の動詞表現 

13. その他の動詞表現 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少の前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「基礎スペイン語入門」の内容を開講前によく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土井裕文他、『¡Ahora, tú! 君もやってみよう!スペイン語』、朝日出版社 

 

参考文献（Readings） 

「基礎スペイン語入門」の項を参照。電子辞書の使用は避けること。地図・年表を活用してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年９月に新１年生のクラス

でやり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN887 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語初級 

(Elementary Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
山道 太郎(YAMAMICHI TAROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎スペイン語入門」を踏まえ，受容・発信両面の幅を広げ，スペイン語圏の歴史・文化・社会に親しむ姿勢を養う。 

 

Standing on “Beginner's Spanish,” students broaden both receptive and expressive skills and cultivate an intimate acquaintance 

with history, culture and society in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち，重要表現の反復練習。既習事項全般を組み合わせ，慣用句や語彙の習得に努める。適宜小テストなどをはさ

む。 

 

On basic grammar comprehension, students practice important expressions and repeat them. Students try to learn useful frases 

and vocabulary by combining all of their previously learned subjects. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 再帰動詞と特殊表現 

2. 分詞を用いた表現 

3. 不定語・否定語 

4. 直説法過去時制の動詞 

5. 直説法過去時制の動詞 

6. 直説法過去時制の動詞 

7. 直説法過去時制の動詞 

8. 直説法過去時制の動詞とその表現 

9. 直説法過去時制の動詞とその表現 

10. 直説法過去時制の動詞とその表現 

11. その他の動詞表現 

12. その他の動詞表現 

13. その他の動詞表現 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少の前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「基礎スペイン語入門」の内容を開講前によく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 四宮瑞枝他、『アクシオン！ 改訂版』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

「基礎スペイン語入門」の項を参照。電子辞書の使用は避けること。地図・年表を活用してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年９月に新１年生のクラス

でやり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN888 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語初級 

(Elementary Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 喬史(KOGA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎スペイン語入門」を踏まえ，受容・発信両面の幅を広げ，スペイン語圏の歴史・文化・社会に親しむ姿勢を養う。 

 

Standing on “Beginner's Spanish,” students broaden both receptive and expressive skills and cultivate an intimate acquaintance 

with history, culture and society in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち，重要表現の反復練習。既習事項全般を組み合わせ，慣用句や語彙の習得に努める。適宜小テストなどをはさ

む。 

 

On basic grammar comprehension, students practice important expressions and repeat them. Students try to learn useful frases 

and vocabulary by combining all of their previously learned subjects. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 再帰動詞と特殊表現 

2. 分詞を用いた表現 

3. 不定語・否定語 

4. 直説法過去時制の動詞 

5. 直説法過去時制の動詞 

6. 直説法過去時制の動詞 

7. 直説法過去時制の動詞 

8. 直説法過去時制の動詞とその表現 

9. 直説法過去時制の動詞とその表現 

10. 直説法過去時制の動詞とその表現 

11. その他の動詞表現 

12. その他の動詞表現 

13. その他の動詞表現 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少の前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「基礎スペイン語入門」の内容を開講前によく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 四宮瑞枝他、『アクシオン！ 改訂版』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

「基礎スペイン語入門」の項を参照。電子辞書の使用は避けること。地図・年表を活用してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年９月に新１年生のクラス

でやり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN889 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語初級 

(Elementary Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎スペイン語入門」を踏まえ，受容・発信両面の幅を広げ，スペイン語圏の歴史・文化・社会に親しむ姿勢を養う。 

 

Standing on “Beginner's Spanish,” students broaden both receptive and expressive skills and cultivate an intimate acquaintance 

with history, culture and society in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち，重要表現の反復練習。既習事項全般を組み合わせ，慣用句や語彙の習得に努める。適宜小テストなどをはさ

む。 

 

On basic grammar comprehension, students practice important expressions and repeat them. Students try to learn useful frases 

and vocabulary by combining all of their previously learned subjects. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 再帰動詞と特殊表現 

2. 分詞を用いた表現 

3. 不定語・否定語 

4. 直説法過去時制の動詞 

5. 直説法過去時制の動詞 

6. 直説法過去時制の動詞 

7. 直説法過去時制の動詞 

8. 直説法過去時制の動詞とその表現 

9. 直説法過去時制の動詞とその表現 

10. 直説法過去時制の動詞とその表現 

11. その他の動詞表現 

12. その他の動詞表現 

13. その他の動詞表現 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少の前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「基礎スペイン語入門」の内容を開講前によく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土井裕文他、『¡Ahora, tú! 君もやってみよう!スペイン語』、朝日出版社 

 

参考文献（Readings） 

「基礎スペイン語入門」の項を参照。電子辞書の使用は避けること。地図・年表を活用してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年９月に新１年生のクラス

でやり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN890 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎スペイン語初級 

(Elementary Spanish) 

担当者名 

（Instructor） 

ガジエゴ，Ｅ．(GALLEGO,EMILIO) 

佐藤 邦彦(SATO KUNIHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎スペイン語入門」を踏まえ，受容・発信両面の幅を広げ，スペイン語圏の歴史・文化・社会に親しむ姿勢を養う。 

 

Standing on “Beginner's Spanish,” students broaden both receptive and expressive skills and cultivate an intimate acquaintance 

with history, culture and society in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法説明ののち，重要表現の反復練習。既習事項全般を組み合わせ，慣用句や語彙の習得に努める。適宜小テストなどをはさ

む。 

 

On basic grammar comprehension, students practice important expressions and repeat them. Students try to learn useful frases 

and vocabulary by combining all of their previously learned subjects. Drills are included as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 再帰動詞と特殊表現 

2. 分詞を用いた表現 

3. 不定語・否定語 

4. 直説法過去時制の動詞 

5. 直説法過去時制の動詞 

6. 直説法過去時制の動詞 

7. 直説法過去時制の動詞 

8. 直説法過去時制の動詞とその表現 

9. 直説法過去時制の動詞とその表現 

10. 直説法過去時制の動詞とその表現 

11. その他の動詞表現 

12. その他の動詞表現 

13. その他の動詞表現 

14. まとめと応用 

クラスの状況に応じ多少の前後あり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「基礎スペイン語入門」の内容を開講前によく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/各種テスト及び提出物(70%) 

形だけでなく質が問われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土井裕文他、『¡Ahora, tú! 君もやってみよう!スペイン語』、朝日出版社 

 

参考文献（Readings） 

「基礎スペイン語入門」の項を参照。電子辞書の使用は避けること。地図・年表を活用してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラスによってテキストが異なるので，教科書購入の際に必ず確認すること。単位を修得できないと，来年９月に新１年生のクラス

でやり直しとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN891 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語コミュニケーション１ 

(Advanced Spanish Communication 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ラマドリード，Ｍ．(LAMADRID MARCELA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

El objetivo de este curso es perfeccionar el uso del español y aprender sobre temas sociales, educativos, políticos y culturales 

del mundo del español. 

 

The aim of this course is to improve students’ use of Spanish and to learn about social, educational, political and cultural issues 

in the Spanish-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Se usarán varios tipos de ejercicios orales y escritos para practicar la comunicación en diversas situaciones.  

 

授業のレベルと内容は受講者のレベルに合わせ、調整することがあります。 

 

Different types of spoken and written exercises will be used to practice communication in various situations.  

Class level and content may be tailored to fit the level of the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Presentación y orientación del curso 

2. La vivienda en los países latinoamericanos 

3. Usos y costumbres de pueblos indígenas en México 

4. El sistema escolar en Guatemala 

5. El sistema político de Colombia 

6. El eco-turismo en Costa Rica 

7. Test parcial 

8. El trabajo y las grandes empresas en países de habla hispana 

9. El desempleo en países de habla hispana 

10. El sistema de salud y seguridad social en Perú 

11. Las empresas japonesas en México 

12. Los jóvenes y sus sueños 

13. Preparación para la presentación y entrevista finales 

14. Test final 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Los alumnos deben leer y preparar los textos que se necesiten antes de cada clase. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各種テスト(tests)(40%)/授業参加と協力(30%)/提出課題など(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宣指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宣指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中に適宣指示する。 
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このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN892 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語コミュニケーション２ 

(Advanced Spanish Communication 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
山浦 アンヘラ(YAMAURA ANGELA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Mejorar el nivel de comunicación en español a través de actividades que permitan conocer diferentes aspectos de la cultura 

hispanoamericana. 

 

Improve the level of communication in Spanish by using activities that allow students to learn about different aspects of 

Hispano-American culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Para esta clase se han seleccionado algunos temas de interés sobre la cultura de España y Latinoamérica. Con estos 

materiales, los alumnos podrán ampliar sus conocimientos tanto de lengua como de cultura. 

 

For this class, we have chosen some topics of interest on the culture of Spain and Latin America. This material will allow 

students to expand their knowledge of both language and culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Geografía: paisajes del sur. 

2. Geografía: paisajes del sur. 

3. Economía: grandes empresas españolas y latinoamericanas. 

4. Economía: grandes empresas españolas y latinoamericanas. 

5. Historia: colonización e independencia de América. 

6. Historia: dictaduras y dictadores. 

7. Historia: revoluciónes mexicana y cubana. 

8. Literatura: narrativa. 

9. Literatura: prensa. 

10. Entretenimiento: bailes y música. 

11. Entretenimiento: cine clásico y contemporáneo. 

12. Arte: escultura. 

13. Arte: arquitectura. 

14. Presentación 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(30%)/授業への参加度，積極性(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. César Chamorro, Matilde Martínez, Nuria Murillo, Alejandro Sáenz.. 2010. Todas las voces B1  Ed. revisada.. Difusión 

(ISBN:978-84-8443-722-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 
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Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FN893 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語ライティング１ 

(Advanced Spanish Writing 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
タランコ，Ｄ．(TARANCO DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. Aplicar las estructuras gramaticales estudiadas en cursos anteriores. 

2. Ampliar el vocabulario. 

3. Aprender a explicar por escrito diversos aspectos de la cultura japonesa, redactar noticias, escribir cartas. 

 

1. 勉強した文法を応用する。 

2. 語彙を増やす。 

3. 日本の文化を文章で説明したり、ニュース原稿・手紙を書くことを学ぶ。 

 

The aim of this course is to develop the students’ ability to convey their thoughts in well-organized sentences and essays. 

 

1. Apply the grammar you have previously learned. 

2. Increase your vocabulary. 

3. Learn how to write emails, letters, newspaper articles and essays. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1. Se elige un tema. 

2. Se reúne en grupo el vocabulario relacionado con dicho tema. 

3. Se discute la estrategia para la redacción del escrito. 

4. Se trabaja de forma individual, en pareja o en grupo. 

 

1. テーマを選ぶ。 

2. そのテーマに関する語彙を集める。 

3. 文の構成について話し合う。 

4. 一人かペア、もしくはグループで作文する。 

 

1. Choose a topic. 

2. Work in groups to develop terminology. 

3. Discuss the best strategy to write the text. 

4. Work individually, in pairs or in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. La primavera en Japón: el "hanami". 

2. Los jóvenes: comparación entre Japón y un país hispanohablante. 

3. Elecciones: ¿A quién le interesa la política? 

4. Golden Week 

5. Tsunamis y terremotos: Cooperación Chile-Japón. 

6. ¿Cómo es la medicina en Japón? 

7. La cultura pop japonesa: manga, anime, J-Pop, etc. 

8. Relaciones de Japón con el mundo hispanohablante. 

9. ¿Qué es el "washoku"? 

10. Problemas de las sociedades modernas: 少子化、高齢化社会, etc. 

11. Deporte: Tokio 1964 vs. Tokio 2020. 

12. Se acerca el verano: クールビズ、梅雨, etc. 

13. Resumen del curso 

14. Redacción de una noticia y test de vocabulario 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Es importante tener interés por el mundo de la comunicación y participar activamente durante la clase. Es posible que haya 

cambios en el orden de los temas según el desarrollo de la clase. 

 

ニュースに対して興味を持ち、積極的に授業に参加する学生が望ましい。 

状況に応じて、扱うテーマの内容を調整していきます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内ワーク(50%)/最終テスト(Final Test)(30%)/小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

 

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/ 

http://elpais.com/ 

http://www.elmundo.es/ 

http://www.rtve.es/ 

http://www.clarin.com/ 

http://www.eluniversal.com.mx/ 

http://elcomercio.pe/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FN894 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語ライティング２ 

(Advanced Spanish Writing 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

【2020 年 8 月 3 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

担当者：タランコ, D. (TARANCO, DAVID)→飯島みどり(IIJIMA MIDORI) 

以上の理由により、授業の目標、内容、授業計画、テキスト備考、注意事項についても

以下の内容に変更する。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. Aplicar las estructuras gramaticales estudiadas en cursos anteriores. 

2. Ampliar el vocabulario. 

3. Aprender a explicar por escrito diversos aspectos de la cultura hispanoparlante, redactar noticias, escribir cartas. 

 

1. 既習文法を応用する。 

2. 語彙を増やす。 

3. スペイン語圏の文化を文章で説明したり、ニュース原稿・手紙を書くことを学ぶ。 

 

The aim of this course is to develop the students’ ability to convey their thoughts in Spanish in well-organized sentences and 

essays. 

 

1. Apply the grammar you have previously learned. 

2. Increase your vocabulary. 

3. Learn how to write letters, news articles and essays. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Después de algunos ejercicios preparativos, 

1. Se determina un tema. 

2. Se reúne el vocabulario relacionado con dicho tema. 

3. Se analiza la estrategia para redactar un texto. 

4. Se trabaja de forma individual, intercambiando opiniones con los demás. 

 

準備作業ののち  

1. テーマを選定する。 

2. そのテーマに関する語彙を集める。 

3. 文の構成について検討する。 

4. 他の参加者と意見交換を重ねつつ下書きを作り推敲する。 

 

After some warm-up exercises, 

1. Choose a topic. 

2. Work to develop terminology. 

3. Analyze the strategy to write better text. 

4. Work individually, collaborating with others. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Perfil de cada quien. 

2. Preparativo 1: Uso adecuado de diccionarios. 

3. Preparativo 2: Conjunción. 

4. Preparativo 3: Estructura y párrafos. 

5. Fiesta de XV años en Estados Unidos 1. 

6. Fiesta de XV años en Estados Unidos 2. 

7. El egresado más famoso de tu universidad 1. 

8. El egresado más famoso de tu universidad 2. 

9. Los beisbolistas hispanos en Japón 1. 
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10. Los beisbolistas hispanos en Japón 2. 

11. Productos hispanos en el mercado japonés 1. 

12. Productos hispanos en el mercado japonés 2. 

13. ¿Quién es Nicolás Cepeda? 

14. Redacción de una noticia y test de vocabulario. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Es importante tener interés por el mundo de la comunicación y participar activamente durante la clase. Es posible que haya 

cambios en el orden de los temas según el desarrollo de la clase. 

 

ニュースに対して興味を持ち、積極的に授業に参加する学生が望ましい。 

状況に応じて、扱うテーマの内容を調整していきます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内ワーク(50%)/最終テスト(Final Test)(30%)/小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。場合に応じて資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

 

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/ 

http://elpais.com/ 

http://www.elmundo.es/ 

http://www.rtve.es/ 

http://www.clarin.com/ 

http://www.eluniversal.com.mx/ 

http://elcomercio.pe/ 

 

注意事項（Notice） 

授業は主に Blackboardを使用（ビデオ会議形式は取らない）する。必ず Blackboardを確認すること。 

授業内容の説明は主として日本語を用いる。 また添削の都合上スペイン語と同内容の日本語版を提出することが求められる。   
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■FN895 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語リスニング・リーディング１ 

(Advanced Spanish Listening & Reading 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ラマドリード，Ｍ．(LAMADRID MARCELA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

CD やビデオ教材を使い，スペイン語の読解力とリスニング力をつける。 

 

Using CDs and video materials, develop reading comprehension skills and listening skills in Spanish. 

 

授業の内容（Course Contents） 

親しみやすい内容と質の高い音声教材付きで学びやすいリーディング教材を用いて学習を進めていく。 

 

Students continue to study using reading materials that are easy to learn with familiar content and high-quality audio materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientación de la clase. 

2. Los niños en Japón 

3. Los eventos deportivos 

4. La naturaleza 

5. La geografía 

6. Los ancianos 

7. Test parcial 

8. Los deportes en Japón 

9. La celebración de la mayoría de edad 

10. Kioto y Nara 

11. El arte floral Ikebana 

12. El Año Nuevo en Japón 

13. Preparación para el examen final 

14. Test final. Presentación y entrevista 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回テーマの予習をすること。新しい単語を調べたり，読書をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(10%)/中間テスト(20%)/課題(10%)/授業への参加度・積極性(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宣指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中に適宣指示する。 

 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 



 - 572 - 

 

注意事項（Notice） 
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■FN896 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語リスニング・リーディング２ 

(Advanced Spanish Listening & Reading 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
ラマドリード，Ｍ．(LAMADRID MARCELA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまで学習してきた知識を使って，スペイン語の読解力とリスニング力をつける。 

 

Using the knowledge you have learned so far, develop reading comprehension skills and listening skills in Spanish. 

 

授業の内容（Course Contents） 

親しみやすい内容と質の高い音声教材付きで学びやすいリーディング教材を用いて学習を進めていく。 

 

Students continue to study using reading materials that are easy to learn with familiar content and high-quality audio materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientación de la clase. 

2. Viaje a México 

3. Viaje a Guatemala 

4. Viaje a Honduras 

5. Viaje a Costa Rica 

6. Viaje a Colombia 

7. Test parcial 

8. Viaje a Venezuela 

9. Viaje a Bolivia 

10. Viaje a Perú 

11. Viaje a Chile 

12. Viaje a Argentina 

13. Viaje a Paraguay 

14. Test final. Presentación y entrevista 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

上級スペイン語リスニング・リーディング１を春学期に履修したかどうかに関わらず，夏休み中の学習ないし復習は必須。またス

ペイン語学習に限定する必要はないが，夏休み中の体験をスペイン語で発表できるよう準備しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(10%)/中間テスト(20%)/課題(10%)/授業への参加度・積極性(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宣指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宣指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中に適宣指示する。 

 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 
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注意事項（Notice） 
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■FN897 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語演習１ 

(Advanced Spanish 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
松本 旬子(MATSUMOTO JUNKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、ヨーロッパ言語共通参照枠の B2（中上級：専門用語を必要としない日常の通常会話において問題なくコミュニケ

ーションができるレベル）程度の総合的なスペイン語能力と知識を身につけることを目指します。 

 

This course will prepare students to acquire the B2 CEFR (Vantage or Upper Intermediate of Common European Framework of 

Reference for Languages) level of Spanish communication skills and knowledge. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 DELE（Diplomas de Español como Lengua Extranjera スペイン語認定証）の過去問を解くことに加え、読解力・聴解力・語彙力を

養うための練習を繰り返し行ないます。必要に応じて重要な文法事項を確認します。また会話練習・作文も織り交ぜていきます。 

 

Through the DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera, Diplomas of Spanish as a Foreign Language) exam, past 

examples, and some activities, students will develop their reading and listening skills and vocabulary. If necessary, the grammar 

will be reviewed, and conversation and writing activities will be done in course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Clase de presentación y orientación 

2. Comprensión de lectura (1) 

3. Comprensión auditiva (1) 

4. Gramática y vocabulario (1) 

5. Expresión escrita (1) y expresión oral (1) 

6. Comprensión de lectura (2) 

7. Comprensión auditiva (2) 

8. Gramática y vocabulario (2) 

9. Expresión escrita (2) y expresión oral (2) 

10. Comprensión de lectura (3) 

11. Comprensión auditiva (3) 

12. Gramática y vocabulario (3) 

13. Expresión escrita (2) y expresión oral (2) 

14. Test final y repaso 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：毎回授業冒頭で単語テストを行いますので、あらかじめ勉強して授業に臨んでください。範囲については担当教員から初回

授業で指示されます。 

復習：詳細は担当教員から初回授業で説明されますが、最終レポートを作成のために数回課題を提出していただきます。学期末

に慌てることのないよう計画的に課題に取り組んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(10%)/最終レポート(Final Report)(40%)/課題  Deberes(10%)/授業への参加度・積極性・単語テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となります。また前年度も何らかの形でスペイン語

を継続学習していることが望ましいですが、ロマンス諸語を母語とする場合はこの限りではありません。 

 

注意事項（Notice） 
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■FN898 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級スペイン語演習２ 

(Advanced Spanish 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
山浦 アンヘラ(YAMAURA ANGELA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Adquirir confianza en el uso oral del español y desarrollar destrezas comunicativas en el idioma. Profundizar en el conocimiento 

de la cultura y sociedad de los diversos países de habla hispana. 

 

自信を持ってスペイン語を話すことができるようになることを目指し、スペイン語でのコミュニケーション能力を発展させていきま

す。また、スペイン語圏の文化や社会についての知識も深めます。 

 

Acquire confidence in speaking Spanish and develop communication skills in the language. Increase knowledge of the culture and 

society of the different Spanish-speaking countries. 

 

The goal of this course is to develop your Spanish communication skills so that you can speak Spanish with confidence. 

Additionally, you will deepen your knowledge of the culture and society of Spanish-speaking countries. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Este es un curso enfocado en actividades comunicativas, las cuales permitirán reforzar y ampliar los conocimientos adquiridos 

hasta ahora por los alumnos. 

 

The course is focused on communicative activities, which will reinforce and expand the knowledge acquired so far by students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Mi futuro. Proyectos para el futuro. 

2. Movimientos migratorios: ¿billete de ida y vuelta? 

3. Vida social. 

4. Radio, televisión e Internet. 

5. Opiniones. 

6. La diversidad de la lengua española. 

7. Lenguas de contacto. 

8. Así éramos y así somos, cambios en España. 

9. España: historia y organización política. 

10. España: historia y organización política. 

11. Organización del tiempo. 

12. Jornada laboral, vacaciones y días festivos. 

13. Celebraciones, fiestas y ceremonias. 

14. Test final. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に適宣指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/授業への参加度，積極性(15%)/小テスト(15%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中にコピーを配ります。 

 

参考文献（Readings） 

1. César Chamorro, Matilde Martínez, Nuria Murillo, Alejandro Sáenz.. 2010. Todas las voces B1 Ed. renovada. Difusión 
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(ISBN:978-84-8443-722-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このクラスを受講するためには DELE B1 以上に相当するスペイン語力が目安となる。また前年度も何らかの形でスペイン語を継

続学習していることが望ましい。ただしロマンス諸語を母語とする場合はこの限りでない。 

 

Se recomienda tener un nivel de español equivalente a DELE B1 o superior para inscribirse en esta clase. Asimismo, es 

deseable haber cursado alguna asignatura de español a lo largo de todo el año académico precedente. Estas reglas no se 

aplican para aquellos cuyo idioma materno es una lengua romance. 

 

注意事項（Notice） 
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■FO111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ－８ 

(Academic Japanese A-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ－７ 

(Academic Japanese A-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ－６ 

(Academic Japanese A-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ 

(Academic Japanese A) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
グローバル・リベラルアーツ・プログラムの学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

履修(りしゅう)のための日本語(にほんご)レベルは問(と)わない。日本(にほん)の社会的(しゃかいてき)・歴史的(れきしてき)背景

(はいけい)や事例(じれい)を日本語(にほんご)の言葉(ことば)や表現(ひょうげん)とともに学(まな)び, 日本語(にほんご)および日

本(にほん)社会(しゃかい)への理解(りかい)を深(ふか)めることを目的(もくてき)とする。 

 

Japanese language ability is not considered to take this class. The purpose of this class is to deepen your understanding of 

Japanese language and society by learning the social and historical backgrounds /examples as well as Japanese words and 

expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語(にほんご)の語彙(ごい)や表記(ひょうき),慣用(かんよう)表現(ひょうげん)などについて,その背景(はいけい)にある社会的

(しゃかいてき)・歴史的(れきしてき)なことがらに触(ふ)れながら学(まな)んでいく。授業(じゅぎょう)は英語(えいご)と簡単(かんたん)

な日本語(にほんご)で行(おこな)われる。講義(こうぎ)も行(おこな)うが,学生(がくせい)同士(どうし)のディスカッションや調査(ちょう

さ)、発表（はっぴょう）なども頻繁（ひんぱん）に行(おこな)うため,積極的(せっきょくてき)な参加(さんか)が望(のぞ)まれる。 

 

Students will be able to learn about the vocabulary, spelling, and idioms of the Japanese language while referring to the social 

and historical context. The class is taught in English and simple Japanese. Though lectures will be given, active participation is 

required because discussions among the students, surveys, and presentation will be frequently conducted. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

Guidance 

2. 日本人(にほんじん)の名前(なまえ)の変遷(へんせん) 

Trends in Japanese first names 

3. 地域(ちいき)方言(ほうげん)① 

Regional dialect① 

4. 地域(ちいき)方言(ほうげん)② 

Regional dialect② 

5. 社会(しゃかい)方言(ほうげん)①   

Social dialect① 

6. 社会(しゃかい)方言(ほうげん)② 

Social dialect② 

7. ボディランゲージ 

Body language 

8. 振(ふ)り返(かえ)り・発表(はっぴょう) 

Reflection, Presentation 

9. 日本語(にほんご)の表記(ひょうき)体系(たいけい) 

Japanese writing system 

10. 茶道（さどう）① 

Japanese calligraphy 

11. 茶道（さどう）② 

Kimono 

12. 日本(にほん)の教育(きょういく) 

Education in Japan 

13. 発表(はっぴょう) 

Presentation 

14. 発表(はっぴょう) 

Presentation 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がくしゅう)については,毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(30%)/Task & Homework(40%)/Final presentation & final paper(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材(きょうざい)。 

 

参考文献（Readings） 

指定(してい)しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

トピックとスケジュールは変更(へんこう)する可能性(かのうせい)がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FO116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ－８ 

(Academic Japanese B-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ－７ 

(Academic Japanese B-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ－６ 

(Academic Japanese B-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ 

(Academic Japanese B) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
グローバル・リベラルアーツ・プログラムの学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

履修(りしゅう)のための日本語(にほんご)レベルは問(と)わない。日本語(にほんご)という言語(げんご)に関連(かんれん)する文化

的(ぶんかてき)・歴史的(れきしてき)背景(はいけい)や事例(じれい)を日本語(にほんご)の言葉(ことば)や表現(ひょうげん)とともに

学(まな)び, 日本語(にほんご)および日本(にほん)文化(ぶんか)への理解(りかい)を深(ふか)めることを目的(もくてき)とする。 

 

Japanese language ability is not considered to take this class. The purpose of this class is to deepen your understanding of 

Japanese language and culture by learning the curtural and historical backgrounds /examples as well as Japanese words and 

expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語(にほんご)の語彙(ごい)や表記(ひょうき),慣用(かんよう)表現(ひょうげん)などについて,その背景(はいけい)にある文化的

(ぶんかてき)・歴史的(れきしてき)なことがらに触(ふ)れながら学(まな)んでいく。授業(じゅぎょう)は英語(えいご)と簡単(かんたん)

な日本語(にほんご)で行(おこな)われる。講義(こうぎ)も行(おこな)うが,学生(がくせい)同士(どうし)のディスカッションや調査(ちょう

さ)、発表（はっぴょう）なども頻繁（ひんぱん）行(おこな)うため,積極的(せっきょくてき)な参加(さんか)が望(のぞ)まれる。 

 

Students will be able to learn about the vocabulary, spelling, and idioms of the Japanese language while referring to the cultural 

and historical context. The class is taught in English and simple Japanese. Though lectures will be given, active participation is 

required because discussions among the students, surveys, and presentation will be frequently conducted. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

Guidance 

2. 日本(にほん)の地理(ちり)と観光(かんこう)① 

Japanese geography and tourism① 

3. 日本(にほん)の地理(ちり)と観光(かんこう)② 

Japanese geography and tourism② 

4. 日本の祭り 

Festivals in Japan 

5. 日本のおどり 

Japanese Dance 

6. 日本(にほん)の生活(せいかつ)習慣(しゅうかん)① 

Japanese life style① 

7. 日本(にほん)の生活(せいかつ)習慣(しゅうかん)② 

Japanese life style② 

8. 日本(にほん)の生活(せいかつ)習慣(しゅうかん)③ 

Japanese Life-style ③ 

9. 日本のファッション 

Fashion in Japan 

10. 日本のアニメ 

Japanese Anime 

11. 日本のマンガ 

Japanese Manga 

12. お笑い 

Japanese Comedy 

13. 期末(きまつ)発表(はっぴょう) 

Presentation 

14. 期末(きまつ)発表(はっぴょう) 
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Presentation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がくしゅう)については,毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。 

Instructions will be given in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(30%)/Task & Homework(40%)/Final presentation & final paper(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材(きょうざい)。 

Printed Teaching Materials. 

 

参考文献（Readings） 

指定(してい)しない。 

Nothing assigned. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

トピックとスケジュールは変更(へんこう)する可能性(かのうせい)がある。 

The topics and the schedule are subject to change. 

 

注意事項（Notice） 
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■FO121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ－８ 

(Academic Japanese A-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学部、理学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ－７ 

(Academic Japanese A-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学部、理学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 595 - 

注意事項（Notice） 
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■FO124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ－６ 

(Academic Japanese A-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学部、理学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ－８ 

(Academic Japanese B-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学部、理学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ－７ 

(Academic Japanese B-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学部、理学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ－６ 

(Academic Japanese B-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学部、理学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ－８ 

(Academic Japanese A-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
社会学部、経営学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 602 - 

注意事項（Notice） 
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■FO142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ－７ 

(Academic Japanese A-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
社会学部、経営学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ－６ 

(Academic Japanese A-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
社会学部、経営学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 606 - 

注意事項（Notice） 
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■FO146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ－８ 

(Academic Japanese B-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
社会学部、経営学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ－７ 

(Academic Japanese B-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
社会学部、経営学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO148 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ－６ 

(Academic Japanese B-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
社会学部、経営学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ－８ 

(Academic Japanese A-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学部、異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ－７ 

(Academic Japanese A-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学部、異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ－６ 

(Academic Japanese A-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学部、異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ－８ 

(Academic Japanese B-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学部、異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ－７ 

(Academic Japanese B-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学部、異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ－６ 

(Academic Japanese B-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学部、異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ－５ 

(Academic Japanese A-5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文型・文法 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初中級(しょちゅうきゅう)修了(しゅうりょう)レベルの学習者(がくしゅうしゃ)を対象(たいしょう)とする。初中級(しょちゅうきゅう)で学習

(がくしゅう)した文法(ぶんぽう)事項(じこう),文型(ぶんけい)を復習(ふくしゅう)しながら,エッセイや会話(かいわ)などで頻繁(ひんぱ

ん)に用(もち)いられる中級(ちゅうきゅう)文型(ぶんけい)を紹介(しょうかい)し,練習(れんしゅう)する。学生(がくせい)が知識(ちしき)

として持(も)っている文型(ぶんけい)や語彙(ごい)を増(ふ)やすだけでなく,それらを日常(にちじょう)生活(せいかつ)の様々(さまざ

ま)な場面(ばめん)で活用(かつよう)できるレベルに高(たか)めることを目(め)指(ざ)す。  

 

This course is designed for students who have completed the beginner- and intermediate-level study. Students will be 

introduced to and practice the intermediate sentence patterns that are frequently used in essays, conversation, and the like, 

while reviewing the grammatical structures and sentence patterns that they have learned at the beginner and intermediate 

levels. The purpose of this course is not only to build upon students’ existing knowledge of sentence patterns and vocabulary, 

but also to bring them to a level where they are able to utilize these constructions in a variety of everyday situations.  

 

授業の内容（Course Contents） 

日常(にちじょう)会話(かいわ)や書(か)き言葉(ことば)の中(なか)で使(つか)われる文型(ぶんけい)や語彙(ごい)の学習(がくしゅう)

を行(おこな)う。単(たん)に導入(どうにゅう)するのではなく,既習(きしゅう)項目(こうもく)との違(ちが)いを整理(せいり)しながら新(あ

たら)しい文(ぶん)型(けい)を実際(じっさい)の会話(かいわ)や書(か)き言葉(ことば)の中(なか)で正(ただ)しく使(つか)う練習(れんし

ゅう)を重視(じゅうし)する。 

授業(じゅぎょう)の内容(ないよう)は２部(ぶ)構成(こうせい)になっている。 

Part１：助詞(じょし)相当語(そうとうご)の導入(どうにゅう)・練習(れんしゅう) 

Part２：主要(しゅよう)項目(こうもく)の導入(どうにゅう)・練習(れんしゅう)・発展(はってん) 

Parｔ１では,毎回(まいかい)2～4個(こ)の助詞(じょし)相当語(そうとうご)を扱(あつか)う。Part2 では,初級(しょきゅう)の復習(ふくしゅ

う)に加(くわ)えて,それを発展(はってん)させた文型(ぶんけい)や表現(ひょうげん)を学習(がくしゅう)する。 

 

Students will learn sentence patterns and vocabulary used in daily conversation and written materials. Rather than simply 

introducing the new material, the focus will be on getting students to correctly use the new sentence patterns in actual 

conversation and in writing, understanding how they are different from structures they already know. 

The course consists of two parts. 

Part 1: Introduction and practice of particle equivalents 

Part 2: Introduction, practice, and development of key structures 

In Part 1, 2-4 particle equivalents will be covered in each class. In Part 2, students will review beginner material as well as 

learning more developed sentence patterns and expressions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・プレレッスン 

2. こそあど 

3. と/ば/たら/なら 

4. 「こと」を使(つか)った表現(ひょうげん)（１） 

5. 「こと」を使(つか)った表現(ひょうげん)（２） 

6. 「もの」を使(つか)った表現(ひょうげん)（１） 

7. 「もの」を使(つか)った表現(ひょうげん)（２） 

8. 中間(ちゅうかん)テスト（フィードバックを含(ふく)む） 

9. 時間(じかん)の表現(ひょうげん) 

10. 「わけ」を使(つか)った表現(ひょうげん) 

11. 日常(にちじょう)会話(かいわ)で使用(しよう)する副詞(ふくし) 

12. 「量(りょう)が多(おお)い」ことをあらわす表現(ひょうげん),「よく」の使(つか)い方(かた) 

13. Review 

14. 期末(きまつ)テスト 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの予習(よしゅう)を毎回(まいかい)の宿題(しゅくだい)として課(か)す。その他(た),必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がく

しゅう)については,毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業(じゅぎょう)への参加度(さんかど)(30%)/課題(かだい)・宿題(しゅくだい)(30%)/中間(ちゅうかん)テスト(10%)/期末(きまつ)テスト

(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材(きょうざい)。 

 

参考文献（Readings） 

指定(してい)せず。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ－５ 

(Academic Japanese B-5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
読解（どっかい） 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初中級(しょちゅうきゅう)修了(しゅうりょう)レベルの学習者(がくしゅうしゃ)を対象(たいしょう)とする。身近(みぢか)な話題(わだい)

について書(か)かれた文章(ぶんしょう)を読(よ)めるようにする。 様々(さまざま)なスタイルの文章(ぶんしょう)に触(ふ)れ,読(よ)み

のスキルを伸(の)ばす。また,意味(いみ)の分(わ)からない語(ご)が含(ふく)まれる文章(ぶんしょう)を,文脈(ぶんみゃく)を活用(かつ

よう)するなどして,辞書(じしょ)を使(つか)わずに読(よ)めるようにする。 さらに,読解(どっかい)を通(とお)して使用(しよう)語彙(ご

い),理解(りかい)語彙(ごい)を増(ふ)やす。 

 

This course is designed for students who have completed the beginner- and intermediate-level study. Students will learn to 

read sentences on familiar topics. Several different styles of writing will be presented in order to develop reading skills. 

Students will also learn to read sentences containing unfamiliar words, without the use of a dictionary, by relying on context and 

other clues. Moreover, reading comprehension will be used as a tool to build students’ active and passive vocabulary knowledge. 

 

授業の内容（Course Contents） 

説明(せつめい)文(ぶん),エッセイ,新聞(しんぶん)記事(きじ),小説(しょうせつ)など様々(さまざま)なスタイルの読解(どっかい)教材

(きょうざい)を取(と)り上(あ)げ,読(よ)みのスキルの学習(がくしゅう),内容(ないよう)把握(はあく)などを行(おこな)う。読(よ)んだ内容

(ないよう)に基(もと)づいた話(はな)し合(あ)いも行(おこな)う。また,語彙(ごい)を増(ふ)やすために,指定(してい)された語彙(ごい)の

小(しょう)テストを毎回(まいかい)行(おこな)う。 

 

Students will be presented a variety of reading materials in various styles, such as descriptions, essays, newspaper articles, and 

novels, to learn reading skills, comprehend contents, etc. Students will also have discussions on what they have read. Moreover, 

quizzes on designated vocabulary will be given every class in order to build vocabulary. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション,読(よ)み方(かた)について考(かんが)える 

2. 手紙(てがみ)文(ぶん)を読(よ)む 

3. 背景(はいけい)知識(ちしき)を生(い)かして読(よ)む 

4. 予測(よそく)・推測(すいそく)して読(よ)む 

5. 予測(よそく)・推測(すいそく)して読(よ)む 

6. 言葉(ことば)の意味(いみ)についての記事(きじ)を読(よ)む 

7. 調査(ちょうさ)結果(けっか)を述(の)べた記事(きじ)を読(よ)む 

8. 社会(しゃかい)問題(もんだい)についての記事(きじ)を読(よ)む 

9. 筆者(ひっしゃ)の意見(いけん)を読(よ)み取(と)る 

10. 複数(ふくすう)の意見(いけん)が書(か)かれた記事(きじ)を読(よ)む 

11. 複数(ふくすう)の意見(いけん)が書(か)かれた記事(きじ)を読(よ)む 

12. 小説(しょうせつ)を読(よ)む 

13. 小説(しょうせつ)を読(よ)む 

14. 期末(きまつ)テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がくしゅう)については,毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業(じゅぎょう)への参加度(さんかど)(30%)/課題(かだい)・宿題(しゅくだい)(40%)/期末(きまつ)テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材(きょうざい)。日(に)本(ほん)語(ご)学(がく)習(しゅう)者(しゃ)向(む)けの教(きょう)材(ざい)と生(なま)教(きょう)材(ざい)

を併(へい)用(よう)する。 
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参考文献（Readings） 

授業(じゅぎょう)で適宜(てきぎ)紹介(しょうかい)する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ－４ 

(Academic Japanese A-4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文型・文法 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初級(しょきゅう)修了(しゅうりょう)レベルの学習者(がくしゅうしゃ)を対象(たいしょう)とし,初級(しょきゅう)で学習(がくしゅう)した文法

(ぶんぽう)事項(じこう),文型(ぶんけい)を復習(ふくしゅう)しながら,それらが正(ただ)しく,流暢(りゅうちょう)に使(つか)えるようになる

ことを目指(めざ)す。学生(がくせい)が知識(ちしき)として持(も)っている文型(ぶんけい)や語彙(ごい)を,日常(にちじょう)生活(せい

かつ)の様々(さまざま)な場面(ばめん)で活用(かつよう)できるレベルに高(たか)めることを目(め)指(ざ)す。 

 

Intended for students who have completed the beginner level. The goal of this course is to review grammar items and sentence 

patterns that students learned at the beginner level so as to be able to use them correctly and fluently.  

The course also aims to turn students’ knowledge of sentence patterns and vocabulary into active language skills that they can 

use in everyday situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

初級(しょきゅう)レベルでは別々(べつべつ)に勉強(べんきょう)した文型(ぶんけい)を複数(ふくすう)組(く)み合(あ)わせて,より日本

語(にほんご)らしい文(ぶん)や,長(なが)くて複雑(ふくざつ)な文(ぶん)を作成(さくせい)できるような練習(れんしゅう)を行(おこな)う。

短文(たんぶん)作成(さくせい)のような練習(れんしゅう)を通(とお)して,正確(せいかく)な日本語(にほんご)を産出(さんしゅつ)する

練習(れんしゅう)を行(おこな)うとともに,口頭(こうとう)での発話(はつわ)練習(れんしゅう)も同時(どうじ)に行(おこな)い,日常(にちじ

ょう)会話(かいわ)の中(なか)で,実践的(じっせんてき)に日本語(にほんご)を使(つか)う練習(れんしゅう)を行(おこな)う。 

 

Students will study writing more natural, complex, and longer sentences by practicing combining different sentence patterns 

that they studied individually in the beginners’ course.  

Students will also practice producing correct Japanese by writing shorter sentences. At the same time, they will complete oral 

exercises to improve their daily Japanese conversation skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション,プレレッスン 

2. 受身(うけみ)・自発(じはつ) 

3. 使役(しえき)・使役(しえき)受身(うけみ)１ 

4. 使役(しえき)・使役(しえき)受身(うけみ)２ 

5. 尊敬語(そんけいご) 

6. 謙譲語(けんじょうご) 

7. 「ように」を使(つか)った表現(ひょうげん) 

8. 中間(ちゅうかん)テスト 

9. 「ばかり」を使(つか)った表現(ひょうげん) 

10. 「限(かぎ)り」を使(つか)った表現(ひょうげん) 

11. 「意向形(いこうけい)」を使(つか)った表現(ひょうげん) 

12. 名詞(めいし)修飾(しゅうしょく) 

13. Review 

14. 期末(きまつ)テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの予習(よしゅう)を毎回(まいかい)の宿題(しゅくだい)として課(か)す。その他(た),必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がく

しゅう)については,毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業（じゅぎょう）への参加度（参加度）(30%)/課題（かだい）・宿題（しゅくだい）(30%)/中間（ちゅうかん）テスト(10%)/期末（きまつ）

テスト(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

プリント教材(きょうざい)をテキストとして使用(しよう)する。 

テキストには,項目(こうもく)ごとに多数(たすう)の例文(れいぶん)が提(てい)示(じ)されており,その文型(ぶんけい)を使用(しよう)し

た適切(てきせつ)で自然(しぜん)な日本語(にほんご)が学習(がくしゅう)できるようになっている。 

 

参考文献（Readings） 

指定(してい)せず。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ－４ 

(Academic Japanese B-4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
読解（どっかい） 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初級(しょきゅう)修了(しゅうりょう)レベルの学習者(がくしゅうしゃ)を対象(たいしょう)とする。様々(さまざま)な分野(ぶんや)の読解

(どっかい)教材(きょうざい)を数多(かずおお)く読(よ)み,徐々(じょじょ)に長(なが)い文章(ぶんしょう)にも対応(たいおう)できるように

していく。読解(どっかい)を通(とお)して使用(しよう)語彙(ごい),理解(りかい)語彙(ごい)を増(ふ)やすとともに,初級(しょきゅう)文型

(ぶんけい)や初級(しょきゅう)語彙(ごい)が使用(しよう)語彙(ごい)にまで高(たか)まるような練習(れんしゅう)を行(おこな)う。また,

文章中(ぶんしょうちゅう)に意味(いみ)の分(わ)からない語(ご)が出(で)てきた場合(ばあい)に,辞書(じしょ)を引(ひ)かなくても,前後

(ぜんご)の文脈(ぶんみゃく)から意味(いみ)を推測(すいそく)して読(よ)み進(すす)めることができるような練習(れんしゅう)を行(お

こな)う。 

 

Intended for students who completed the beginner level. Students will read a number of materials of various types and on 

various subjects and become trained to gradually be able to read longer sentences. 

Students are expected to increase their passive and active vocabulary through reading. They will also complete exercises that 

can turn their knowledge of beginning sentence patterns and vocabulary into active language skills. 

Students will also practice guessing the meaning of an unknown word from context and continue reading rather than using a 

dictionary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

様々(さまざま)な分野(ぶんや)の読解(どっかい)教材(きょうざい)を軸(じく)として,読(よ)みのスキルの学習(がくしゅう),内容(ないよ

う)把握(はあく)などを行(おこな)う。また,筆者(ひっしゃ)の主張(しゅちょう)や論点(ろんてん)を要約(ようやく)する練習(れんしゅう)も

行(おこな)う。さらに,ディスカッションを通(とお)して,内容(ないよう)に関(かん)する理解(りかい)を深(ふか)める。毎回(まいかい),語

彙力(ごいりょく)をつけるために,文章内(ぶんしょうない)の新出(しんしゅつ)語彙(ごい)を使用(しよう)した短文(たんぶん)作成(さく

せい)を宿題(しゅくだい)として課(か)し,次週(じしゅう)に語彙(ごい)クイズを行(おこな)う。 

 

The course is centered on reading materials on various subjects. Students will learn to improve their reading skills and 

understanding of contents. 

They will also practice summarizing an author’s arguments and main points as well as deepen their understanding of contents 

through discussions.  

In each class, students will be given homework to compose short sentences with new vocabulary texts. There will be quizzes on 

those new vocabulary items in each of the following weeks.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 説明(せつめい)文(ぶん)1 

2. エッセイ 1 

3. 記事(きじ) 

4. 説明(せつめい)文(ぶん)2 

5. 説明(せつめい)文(ぶん)3 

6. エッセイ 2 

7. 説明(せつめい)文(ぶん)4 

8. 物語(ものがたり) 

9. 説明(せつめい)文(ぶん)5 

10. 速読(そくどく) 

11. エッセイ 3 

12. 速読(そくどく) 

13. Review 

14. 期末(きまつ)テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回(まいかい),テキストの予習(よしゅう)を宿題(しゅくだい)として課(か)す。その他(た),必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がくし
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ゅう)については,毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業(じゅぎょう)への参加度(さんかど)(30%)/課題(かだい)・宿題(しゅくだい)(40%)/期末(きまつ)テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材(きょうざい)をテキストとして使用(しよう)する。 

 

参考文献（Readings） 

授業(じゅぎょう)で適宜(てきぎ)紹介(しょうかい)する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ－３ 

(Academic Japanese A-3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

文法（ぶんぽう）１ 

Grammar 1 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語(にほんご)の基礎(きそ)（動詞(どうし)･形容(けいよう)詞(し)の活用(かつよう)など）を習得(しゅうとく)している者(もの)（1,000

語(ご)程度(ていど)の語彙(ごい),初級(しょきゅう)前半(ぜんはん)の文法(ぶんぽう)等(とう)）,日常(にちじょう)生活(せいかつ)の基

本的(きほんてき)活動(かつどう)（買(か)い物(もの)や依頼(いらい)など）が日本語(にほんご)でできる者(もの)を対象(たいしょう)と

する。Ｊ３コース全体(ぜんたい)の目標(もくひょう)は,より複雑(ふくざつ)な初級(しょきゅう)文型(ぶんけい)の導入(どうにゅう)および

既習(きしゅう)の文型(ぶんけい)の運用(うんよう)能力(のうりょく)向上(こうじょう)を目指(めざ)すことである。その中(なか)で,文法

(ぶんぽう)クラスの目標(もくひょう)は,条件(じょうけん)や仮定(かてい)の表現(ひょうげん),受身(うけみ)や使役(しえき)などを含(ふ

く)むやや複雑(ふくざつ)な初級(しょきゅう)文型(ぶんけい)などを理解(りかい)し,それらを日常(にちじょう)生活(せいかつ)の中(な

か)で使(つか)えるようになることである。 

 

Intended for those individuals who have already mastered the first half of fundamental sentence structure, and fundamental 

vocabulary (about 1,000 words). The goal of J3 course is to introduce relatively complicated beginner level sentence patterns,  

to improve the students’ ability to put already learned sentence patterns into practical use, and to increase vocabulary to 1,000 

words. And the goal of Grammar class is to understand complex elementary sentence forms including conditional and 

subjunctive moods, passive voice and causative expressions, as well as be able to use them in everyday life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストと語彙(ごい)リストを軸(じく)として,習(なら)った文型(ぶんけい)や語彙(ごい)を日常(にちじょう)生活(せいかつ)の場面(ば

めん)で使(つか)う練習(れんしゅう)を行(おこな)う。学生(がくせい)は授業前(じゅぎょうまえ)に必(かなら)ず語彙(ごい)や文法(ぶん

ぽう)の予習(よしゅう)をしなければならない。 

 

The course is centered on a textbook and a vocabulary list. Students will practice using practiced sentence forms and 

vocabulary in everyday life situations. Students must do vocabulary and grammar preparation before class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Guidance and Introduction 

2. Lesson 1 

3. Lesson 2 

4. Lesson 3 

5. Lesson 4 

6. Mid-term Test 

7. Lesson 5 

8. Lesson 6 

9. Lesson 7 

10. Lesson 8 

11. Lesson 9 

12. Lesson 10 

13. Review 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がくしゅう)については,毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。 

Instructions will be given in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(20%)/Homework(20%)/Task(10%)/Mid-term test(20%)/Final test(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

プリント教材(きょうざい)。 

Printed Teaching Materials. 

 

参考文献（Readings） 

指定(してい)せず。 

Nothing assigned. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スケジュールや内容（ないよう）は調整（ちょうせい）する場合（ばあい）がある。 

The schedule and contents may be adjusted. 

 

注意事項（Notice） 
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■FO166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ－３ 

(Academic Japanese B-3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

読解（どっかい） 

Reading Comprehension 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語(にほんご)の基礎(きそ)（動詞(どうし)･形容(けいよう)詞(し)の活用(かつよう)など）を習得(しゅうとく)している者(もの)（1,000

語(ご)程度(ていど)の語彙(ごい),初級(しょきゅう)前半(ぜんはん)の文法(ぶんぽう)等(とう)）,日常(にちじょう)生活(せいかつ)の基

本的(きほんてき)活動(かつどう)（買(か)い物(もの)や依頼(いらい)など）が日本語(にほんご)でできる者(もの)を対象(たいしょう)と

する。Ｊ３コース全体(ぜんたい)の目標(もくひょう)は,より複雑(ふくざつ)な初級(しょきゅう)文型(ぶんけい)の導入(どうにゅう)および

既習(きしゅう)の文型(ぶんけい)の運用(うんよう)能力(のうりょく)向上(こうじょう)を目指(めざ)すことである。その中(なか)で,読解

(どっかい)クラスの目標(もくひょう)は,実践的(じっせんてき)な読解力(どっかいりょく)を身(み)に付(つ)けることである。具体的(ぐた

いてき)には,未習(みしゅう)語彙(ごい)や未習(みしゅう)文型(ぶんけい)が一定(いってい)程度(ていど)含(ふく)まれている文章(ぶん

しょう)であっても,これまで学習(がくしゅう)した語彙(ごい)や文型(ぶんけい)の知識(ちしき)を応用(おうよう)して,文章(ぶんしょう)の

内容(ないよう)を理解(りかい)できる力(ちから)を身(み)に付(つ)けることである。 

 

Intended for those individuals who have already mastered the first half of fundamental sentence structure, and fundamental 

vocabulary (about 1,000 words). The goal of J3 course is to introduce relatively complicated beginner level sentence patterns,  

to improve the students’ ability to put already learned sentence patterns into practical use, and to increase vocabulary to 1,000 

words. And the goal of Reading Comprehension class is to master practical reading skills by using various strategies. In other 

words, this class aims to learn how to read Japanese essays, articles including unknown words or sentence patterns by using 

the sentence forms and vocabulary reviewed in previous lessons. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生(がくせい)が文法(ぶんぽう)で習(なら)った文型(ぶんけい)や語彙(ごい)をきちんと復習(ふくしゅう)していることを前提(ぜんて

い)として授業(じゅぎょう)を進(すす)める。 

 

Students are assumed to have properly reviewed the sentence forms and vocabulary learned in Grammar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Guidance and Introduction 

2. Lesson 1 

3. Lesson 2 

4. Lesson 3 

5. Lesson 4 

6. Mid-term Test 

7. Lesson 5 

8. Lesson 6 

9. Lesson 7 

10. Lesson 8 

11. Lesson 9 

12. Lesson 10 

13. Review 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がくしゅう)については,毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。 

Instructions will be given in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(20%)/Homework(30%)/Mid-term test(20%)/Final test(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

プリント教材(きょうざい)。 

Printed Teaching Materials. 

 

参考文献（Readings） 

指定(してい)せず。 

Nothing assigned. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スケジュールや内容（ないよう）は調整（ちょうせい）する場合（ばあい）がある。 

The schedule and contents may be adjusted. 

 

注意事項（Notice） 
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■FO167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ－２ 

(Academic Japanese A-2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

読解（どっかい）・作文（さくぶん） 

Reading and Composition 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

非常(ひじょう)に基本的(きほんてき)な日本語(にほんご)（動詞(どうし)や形容(けいよう)詞(し)の基本的(きほんてき)活用(かつよ

う),語彙(ごい)５００）を身(み)につけている者(もの)を対象(たいしょう)とする。Ｊ２コース全体(ぜんたい)の目標(もくひょう)は,接続語

(せつぞくご)や接続(せつぞく)助詞(じょし)を用(もち)いた複文(ふくぶん)の作成(さくせい)を含(ふく)む,Ｊ１よりやや進(すす)んだ日

本語(にほんご)能力(のうりょく)を身(み)につけ,日常(にちじょう)生活(せいかつ)に必要(ひつよう)な簡単(かんたん)な会話(かいわ)

や自分(じぶん)の意見(いけん)伝達(でんたつ)が日本語(にほんご)でできるようにすること,語彙数(ごいすう)を 1,000に増(ふ)やす

ことである。その中(なか)で,読解(どっかい)・作文(さくぶん)クラスの目標(もくひょう)は,文法(ぶんぽう)２で習(なら)った文型(ぶんけ

い)や語彙(ごい)を使(つか)って,簡単(かんたん)な作文(さくぶん)が書(か)けるようになること,簡単(かんたん)な日本語(にほんご)の

文章(ぶんしょう)が読(よ)めるようになることである。 

 

Intended for those who have a very basic knowledge about Japanese (basic conjugations of verbs and adjectives and a 

vocabulary of 500 words). The goal of J2 course is to acquire more advanced Japanese communication skills than those at J1, 

including the composition of complex sentences using conjunctions and conjunctive particles and to increase vocabulary to 

1,000 words. And the goal of Reading and Composition class is to compose simple sentences using the sentence forms and 

vocabulary reviewed in Grammar 2 and read simple Japanese sentences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生(がくせい)が文法(ぶんぽう)２で習(なら)った文型(ぶんけい)や語彙(ごい)をきちんと復習(ふくしゅう)していることを前提(ぜん

てい)として授業(じゅぎょう)を進(すす)める。 

 

Students are assumed to have properly reviewed the sentence forms and vocabulary learned in Grammar 2.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Guidance and Introduction 

2. Lesson 1 

3. Lesson 2 

4. Lesson 3 

5. Lesson 4 

6. Mid-term Test 

7. Lesson 5 

8. Lesson 6 

9. Lesson 7 

10. Lesson 8 

11. Lesson 9 

12. Lesson 10 

13. Review 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がくしゅう)については,毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。 

Instructions will be given in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(20%)/Homework(30%)/Mid-term test (reading)(10%)/Mid-term test (writing)(10%)/Final test 

(reading)(15%)/Final test (writing)(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材(きょうざい)。 
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Printed Teaching Materials. 

 

参考文献（Readings） 

指定(してい)せず。 

Nothing assigned. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スケジュールや内容（ないよう）は調整（ちょうせい）する場合（ばあい）がある。 

The schedule and contents may be adjusted. 

 

注意事項（Notice） 
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■FO168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ－２ 

(Academic Japanese B-2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

文法（ぶんぽう）２ 

Grammar 2 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

非常(ひじょう)に基本的(きほんてき)な日本語(にほんご)（動詞(どうし)や形容(けいよう)詞(し)の基本的(きほんてき)活用(かつよ

う),語彙(ごい)５００）を身(み)につけている者(もの)を対象(たいしょう)とする。Ｊ２コース全体(ぜんたい)の目標(もくひょう)は,接続語

(せつぞくご)や接続(せつぞく)助詞(じょし)を用(もち)いた複文(ふくぶん)の作成(さくせい)を含(ふく)む,Ｊ１よりやや進(すす)んだ日

本語(にほんご)能力(のうりょく)を身(み)につけ,日常(にちじょう)生活(せいかつ)に必要(ひつよう)な簡単(かんたん)な会話(かいわ)

や自分(じぶん)の意見(いけん)伝達(でんたつ)が日本語(にほんご)でできるようにすること,語彙数(ごいすう)を 1,000に増(ふ)やす

ことである。その中(なか)で,文法(ぶんぽう)２クラスの目標(もくひょう)は,様々(さまざま)な接続語(せつぞくご)や接続(せつぞく)助

詞(じょし)や文末(ぶんまつ)表現(ひょうげん),時間(じかん)の表現(ひょうげん)などを理解(りかい)し,それらを組(く)み合(あ)わせて

基本的(きほんてき)な複文(ふくぶん)が正確(せいかく)に作(つく)れるようになることである。 

 

Intended for those who have a very basic knowledge about Japanese (basic conjugations of verbs and adjectives and a 

vocabulary of 500 words). The goal of J2 course is to acquire more advanced Japanese communication skills than those at J1, 

including the composition of complex sentences using conjunctions and conjunctive particles and to increase vocabulary to 

1,000 words. And the goal of Grammar 2 class is to understand various conjunctions, conjunctive particles, sentence-ending 

expressions and expressions of time, while correctly composing complex sentences using the covered components. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業(じゅぎょう)は,学習者(がくしゅうしゃ)の予習(よしゅう)および積極的(せっきょくてき)な学習(がくしゅう)を前提(ぜんてい)として

進(すす)める。受講者(じゅこうしゃ)は,授業前(じゅぎょうまえ)にテキストを読(よ)み,練習(れんしゅう)問題(もんだい)に答(こた)えな

ければならない。 

 

Preparation and active learning by students is assumed. Students who take the course must read the textbook, work on the 

exercises. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Guidance and Introduction 

2. Lesson 1 

3. Lesson 2 

4. Lesson 3 

5. Lesson 4 

6. Mid-term Test 

7. Lesson 5 

8. Lesson 6 

9. Lesson 7 

10. Lesson 8 

11. Lesson 9 

12. Lesson 10 

13. Review 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がくしゅう)については,毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。 

Instructions will be given in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(20%)/Homework(20%)/Everyday quiz(20%)/Task(15%)/Mid-term test(10%)/Final test(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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プリント教材(きょうざい)。 

Printed Teaching Materials. 

 

参考文献（Readings） 

指定(してい)せず。 

Nothing assigned. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スケジュールや内容（ないよう）は調整（ちょうせい）する場合（ばあい）がある。 

The schedule and contents may be adjusted. 

 

注意事項（Notice） 
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■FO169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ－１ 

(Academic Japanese A-1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

読解（どっかい）・作文（さくぶん） 

Reading and Composition 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語(にほんご)を学習(がくしゅう)した経験(けいけん)のない者(もの),およびそれに準(じゅん)ずる者(もの)を対象(たいしょう)と

する。Ｊ１コース全体(ぜんたい)の目標(もくひょう)は,日本語(にほんご)の表記(ひょうき)や発音(はつおん)などを含(ふく)む,基礎的

(きそてき)な能力(のうりょく)を身(み)につけ,買(か)い物(もの)や道(みち)の聞(き)き方(かた)など,日常(にちじょう)生活(せいかつ)の

基本的(きほんてき)な活動(かつどう)で日本語(にほんご)が使(つか)えるようにすること,ひらがな,カタカナ表記(ひょうき),基本的(き

ほんてき)な動詞(どうし)や形容(けいよう)詞(し)の活用(かつよう),約(やく)５００語(ご)の単語(たんご)を学習(がくしゅう)することであ

る。その中(なか)で,読解(どっかい)・作文(さくぶん)クラスの目標(もくひょう)は,文法(ぶんほう)２で習(なら)った文型(ぶんけい)や語

彙(ごい)を使(つか)って,簡単(かんたん)な作文(さくぶん)が書(か)けるようになること,および,簡単(かんたん)な日本語(にほんご)の

文章(ぶんしょう)が読(よ)めるようになることである。 

 

Intended for those individuals who have no prior learning experience or are at a similar level. The goal of J1 course is to acquire 

basic abilities including Japanese notation and pronunciation so as to be able to communicate in Japanese in basic everyday 

activities such as shopping, asking for directions, etc., to learn hiragana and katakana, the conjugations of basic verbs and 

adjectives and develop a vocabulary of about 500 words. And the goal of Reading and Composition class is to compose simple 

sentences using the sentence forms and vocabulary reviewed in Grammar 2 and read simple Japanese sentences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生(がくせい)が文法(ぶんほう)２で習(なら)った文型(ぶんけい)や語彙(ごい)をきちんと復習(ふくしゅう)していることを前提(ぜん

てい)として授業(じゅぎょう)を進(すす)める。 

 

Students are assumed to have properly reviewed the sentence forms and vocabulary learned in Grammar 2.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Guidance and Introduction 

Lesson 1 

2. Lesson 2 

3. Lesson 3 

4. Lesson 4 

5. Lesson 5 

6. Mid-term Test 

7. Feedback and Review 

8. Lesson 6 

9. Lesson 7 

10. Lesson 8 

11. Lesson 9 

12. Lesson 10 

13. Review 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がくしゅう)については,毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。 

Instructions will be given in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(20%)/Homework(30%)/Mid-term test (reading)(10%)/Mid-term test (writing)(10%)/Final test 

(reading)(15%)/Final test (writing)(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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プリント教材(きょうざい)。 

Printed Teaching Materials. 

 

参考文献（Readings） 

指定(してい)せず。 

Nothing assigned. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スケジュールや内容（ないよう）は調整（ちょうせい）する場合（ばあい）がある。 

The schedule and contents may be adjusted. 

 

注意事項（Notice） 
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■FO170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ－１ 

(Academic Japanese B-1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

文法（ぶんぽう）２ 

Grammar 2 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語(にほんご)を学習(がくしゅう)した経験(けいけん)のない者(もの),およびそれに準(じゅん)ずる者(もの)を対象(たいしょう)と

する。Ｊ１コース全体(ぜんたい)の目標(もくひょう)は,日本語(にほんご)の表記(ひょうき)や発音(はつおん)などを含(ふく)む,基礎的

(きそてき)な能力(のうりょく)を身(み)につけ,買(か)い物(もの)や道(みち)の聞(き)き方(かた)など,日常(にちじょう)生活(せいかつ)の

基本的(きほんてき)な活動(かつどう)で日本語(にほんご)が使(つか)えるようにすること,ひらがな,カタカナ表記(ひょうき),基本的(き

ほんてき)な動詞(どうし)や形容(けいよう)詞(し)の活用(かつよう),約(やく)５００語(ご)の単語(たんご)を学習(がくしゅう)することであ

る。その中(なか)で,文法(ぶんほう)２クラスの目標(もくひょう)は,名詞(めいし)文(ぶん),形容(けいよう)詞(し)文(ぶん),動詞(どうし)文

(ぶん)それぞれの最(もっと)も基本的(きほんてき)な文型(ぶんけい),および基(き)本(ほん)的(てき)な助詞(じょし),動詞(どうし)や形

容(けいよう)詞(し)の基本的(きほんてき)な活用(かつよう)を理解(りかい)し,それらが正確(せいかく)に運用(うんよう)できるようにな

ることである。 

 

Intended for those individuals who have no prior learning experience or are at a similar level. The goal of J1 course is to acquire 

basic abilities including Japanese notation and pronunciation so as to be able to communicate in Japanese in basic everyday 

activities such as shopping, asking for directions, etc., to learn hiragana and katakana, the conjugations of basic verbs and 

adjectives and develop a vocabulary of about 500 words. And the goal of Grammar 2 class is to understand the most basic 

sentence form of the noun sentence, adjective sentence, verb sentence, basic conjugations of basic particles, verbs and 

adjectives, as well as be able to use them correctly. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業(じゅぎょう)は,学習者(がくしゅうしゃ)の予習(よしゅう)および積極的(せっきょくてき)な学習(がくしゅう)を前提(ぜんてい)として

進(すす)める。受講者(じゅこうしゃ)は,授業前(じゅぎょうまえ)にテキストを読(よ)み,練習(れんしゅう)問題(もんだい)に答(こた)えな

ければならない。 

 

Preparation and active learning by students is assumed. Students who take the course must read the textbook, work on the 

exercises. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Guidance and Introduction 

Lesson 1 

2. Lesson 2 

3. Lesson 3 

4. Lesson 4 

5. Lesson 5 

6. Mid-term Test 

7. Feedback and Review 

8. Lesson 6 

9. Lesson 7 

10. Lesson 8 

11. Lesson 9 

12. Lesson 10 

13. Review 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がくしゅう)については,毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。 

Instructions will be given in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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Class participation(20%)/Homework(20%)/Everyday quiz(20%)/Task(15%)/Mid-term test(10%)/Final test(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材(きょうざい)。 

Printed Teaching Materials. 

 

参考文献（Readings） 

指定(してい)せず。 

Nothing assigned. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スケジュールや内容（ないよう）は調整（ちょうせい）する場合（ばあい）がある。 

The schedule and contents may be adjusted. 

 

注意事項（Notice） 
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■FO171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ－８ 

(Academic Japanese A-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
観光学部、現代心理学部映像身体学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ－７ 

(Academic Japanese A-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
観光学部、現代心理学部映像身体学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ－６ 

(Academic Japanese A-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
観光学部、現代心理学部映像身体学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ－８ 

(Academic Japanese B-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
観光学部、現代心理学部映像身体学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ－７ 

(Academic Japanese B-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
観光学部、現代心理学部映像身体学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO178 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ－６ 

(Academic Japanese B-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
観光学部、現代心理学部映像身体学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ－８ 

(Academic Japanese A-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部、現代心理学部心理学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ－７ 

(Academic Japanese A-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部、現代心理学部心理学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 652 - 

■FO183 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ａ－６ 

(Academic Japanese A-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部、現代心理学部心理学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO186 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ－８ 

(Academic Japanese B-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部、現代心理学部心理学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO187 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ－７ 

(Academic Japanese B-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部、現代心理学部心理学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 656 - 

■FO188 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｂ－６ 

(Academic Japanese B-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部、現代心理学部心理学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ－８ 

(Academic Japanese C-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ－７ 

(Academic Japanese C-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 661 - 

■FO213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ－６ 

(Academic Japanese C-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ 

(Academic Japanese C) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
グローバル・リベラルアーツ・プログラムの学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

履修(りしゅう)のための日本語(にほんご)レベルは問(と)わない。日本(にほん)の社会的(しゃかいてき)・歴史的(れきしてき)背景

(はいけい)や事例(じれい)を日本語(にほんご)の言葉(ことば)や表現(ひょうげん)とともに学(まな)び, 日本語(にほんご)および日

本(にほん)社会(しゃかい)への理解(りかい)を深(ふか)めることを目的(もくてき)とする。 

 

Japanese language ability is not considered to take this class. The purpose of this class is to deepen your understanding of 

Japanese language and society by learning the social and historical backgrounds /examples as well as Japanese words and 

expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語(にほんご)の語彙(ごい)や表記(ひょうき),慣用(かんよう)表現(ひょうげん)などについて,その背景(はいけい)にある社会的

(しゃかいてき)・歴史的(れきしてき)なことがらに触(ふ)れながら学(まな)んでいく。授業(じゅぎょう)は英語(えいご)と簡単(かんたん)

な日本語(にほんご)で行(おこな)われる。講義(こうぎ)も行(おこな)うが,学生(がくせい)同士(どうし)のディスカッションや調査(ちょう

さ)、発表（はっぴょう）なども頻繁（ひんぱん）に行(おこな)うため,積極的(せっきょくてき)な参加(さんか)が望(のぞ)まれる。 

 

Students will be able to learn about the vocabulary, spelling, and idioms of the Japanese language while referring to the social 

and historical context. The class is taught in English and simple Japanese. Though lectures will be given, active participation is 

required because discussions among the students, surveys, and presentation will be frequently conducted. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・日本(にほん)の祝祭日(しゅくさいじつ) 

Guidance, National holidays in Japan 

2. 役割語(やくわりご) 

Role language 

3. 人称詞(にんしょうし) 

Person deixis 

4. 家族(かぞく)と家族間(かぞくかん)呼称(こしょう) 

Family issues and terms of address among a family 

5. 敬語(けいご) 

Honorifics 

6. 色(いろ)のイメージ 

Image of colors 

7. 振(ふ)り返(かえ)り・発表(はっぴょう) 

Reflection, Presentation 

8. 短歌(たんか)・俳句(はいく) 

Tanka and Haiku 

9. 食生活(しょくせいかつ) 

Japanese food and cuisine 

10. 日本（にほん）の宗教（しゅうきょう） 

Religions in Japan 

11. 衣生活（いせいかつ） 

Clothing in Japan 

12. 現代(げんだい)日本(にほん)の社会(しゃかい)問題(もんだい) 

Education in Japan 

13. 振(ふ)り返(かえ)り 

Reflection 

14. 発表(はっぴょう) 

Presentation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がくしゅう)については,毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(30%)/Task & Homework(40%)/Final presentation & final paper(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材(きょうざい)。 

 

参考文献（Readings） 

指定(してい)しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

トピックとスケジュールは変更(へんこう)する可能性(かのうせい)がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FO216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ－８ 

(Academic Japanese D-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO217 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ―７ 

(Academic Japanese D-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO218 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ－６ 

(Academic Japanese D-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO219 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ 

(Academic Japanese D) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
グローバル・リベラルアーツ・プログラムの学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

履修(りしゅう)のための日本語(にほんご)レベルは問(と)わない。日本語(にほんご)という言語(げんご)に関連(かんれん)する文化

的(ぶんかてき)・歴史的(れきしてき)背景(はいけい)や事例(じれい)を日本語(にほんご)の言葉(ことば)や表現(ひょうげん)とともに

学(まな)び, 日本語(にほんご)および日本(にほん)文化(ぶんか)への理解(りかい)を深(ふか)めることを目的(もくてき)とする。 

 

Japanese language ability is not considered to take this class. The purpose of this class is to deepen your understanding of 

Japanese language and culture by learning the curtural and historical backgrounds /examples as well as Japanese words and 

expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語(にほんご)の語彙(ごい)や表記(ひょうき),慣用(かんよう)表現(ひょうげん)などについて,その背景(はいけい)にある文化的

(ぶんかてき)・歴史的(れきしてき)なことがらに触(ふ)れながら学(まな)んでいく。授業(じゅぎょう)は英語(えいご)と簡単(かんたん)

な日本語(にほんご)で行(おこな)われる。講義(こうぎ)も行(おこな)うが,学生(がくせい)同士(どうし)のディスカッションや調査(ちょう

さ)、発表（はっぴょう）なども頻繁（ひんぱん）に行(おこな)うため,積極的(せっきょくてき)な参加(さんか)が望(のぞ)まれる。 

 

Students will be able to learn about the vocabulary, spelling, and idioms of the Japanese language while referring to the cultural 

and historical context. The class is taught in English and simple Japanese. Though lectures will be given, active participation is 

required because discussions among the students, surveys, and presentation will be frequently conducted. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

Guidance 

2. 防災（ぼうさい） 

Disaster Prevention in Japan 

3. 日本(にほん)の歴史（れきし） 

Japanese History 

4. 日本(にほん)の冠婚葬祭(かんこんそうさい)① 

Ceremonial occasions① 

5. 日本(にほん)の冠婚葬祭(かんこんそうさい)② 

Ceremonial occasions② 

6. 日本(にほん)のスポーツ 

Sports in Japan① 

7. 日本(にほん)の音楽(おんがく) 

Japanese music 

8. 日本(にほん)のジェンダー問題(もんだい) 

Gender issues in Japan 

9. 日本（にほん）の労働（ろうどう）① 

Working in Japan ① 

10. 日本（にほん）の労働（ろうどう）② 

Working in Japan ② 

11. 日本(にほん)のお正月(しょうがつ) 

Japanese new year 

12. 日本(にほん)の遊(あそ)び 

Kids’ play in Japan 

13. 期末(きまつ)発表(はっぴょう) 

Presentation 

14. 期末(きまつ)発表(はっぴょう) 

Presentation 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がくしゅう)については,毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。 

Instructions will be given in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(30%)/Task & Homework(40%)/Final presentation & final paper(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材(きょうざい)。 

Printed Teaching Materials. 

 

参考文献（Readings） 

指定(してい)しない。 

Nothing assigned. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

トピックとスケジュールは変更(へんこう)する可能性(かのうせい)がある。 

The topics and the schedule are subject to change. 

 

注意事項（Notice） 
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■FO221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ－８ 

(Academic Japanese C-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学部、理学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ－７ 

(Academic Japanese C-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学部、理学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ－６ 

(Academic Japanese C-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学部、理学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ－８ 

(Academic Japanese D-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学部、理学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ―７ 

(Academic Japanese D-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学部、理学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO228 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ－６ 

(Academic Japanese D-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学部、理学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ－８ 

(Academic Japanese C-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
社会学部、経営学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO242 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ－７ 

(Academic Japanese C-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
社会学部、経営学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO243 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ－６ 

(Academic Japanese C-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
社会学部、経営学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 684 - 

注意事項（Notice） 
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■FO246 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ－８ 

(Academic Japanese D-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
社会学部、経営学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO247 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ―７ 

(Academic Japanese D-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
社会学部、経営学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO248 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ－６ 

(Academic Japanese D-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
社会学部、経営学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ－８ 

(Academic Japanese C-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学部、異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ－７ 

(Academic Japanese C-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学部、異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ－６ 

(Academic Japanese C-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学部、異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ－８ 

(Academic Japanese D-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学部、異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ―７ 

(Academic Japanese D-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学部、異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ－６ 

(Academic Japanese D-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学部、異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO261 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ－５ 

(Academic Japanese C-5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聴解・会話（ちょうかい・かいわ） 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初中級(しょちゅうきゅう)修了(しゅうりょう)レベルの学習者(がくしゅうしゃ)を対象(たいしょう)とし,日常(にちじょう)生活(せいかつ)に

おける様々(さまざま)な場面(ばめん)での聴解(ちょうかい)能力(のうりょく)と会話(かいわ)能力(のうりょく)の育成(いくせい)を目指

(めざ)す。相手(あいて)の話(はな)すことを正確(せいかく)に把握(はあく)し,それに対(たい)して自分(じぶん)の意見(いけん)等(な

ど)をきちんと話(はな)せるようになることを目標(もくひょう)とする。また,人前(ひとまえ)で日本語(にほんご)を使(つか)って発表(は

っぴょう)ができるようになることも目標(もくひょう)とする。学期(がっき)終了後(しゅうりょうご)には,語彙(ごい)数(すう)6,000,アカデミ

ック場面(ばめん)を含(ふく)め,日常(にちじょう)での一般的(いっぱんてき)なことについてインプット,アウトプットが出来(でき)るよう

になることを目標(もくひょう)とする。 

 

This course is designed for students who have completed beginner- and intermediate-level study and aims to develop their 

listening comprehension skills and conversational abilities in a variety of everyday situations. The goal of this course is to 

develop students’ ability to accurately grasp what others are saying and clearly communicate their own opinion or other 

information in response. The course also aims to develop student’s ability to use Japanese to give presentations in public. It 

also sets a goal that students have vocabulary of 6,000 words and become able to both take in and produce general contents in 

everyday life, including in academic settings, by the end of the semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

聴解(ちょうかい)と会話(かいわ)・ダイアローグの練習(れんしゅう)では,テープ教材(きょうざい)をもとに,「勧誘(かんゆう)」「許可(き

ょか)」「提案(ていあん)」などの機能(きのう)を取(と)り上(あ)げ,日常(にちじょう)での「カジュアルな場面(ばめん)」と「改(あらた)まっ

た場面(ばめん)」での言(い)い方(かた)の違(ちが)いを勉強(べんきょう)する。その際(さい),内容(ないよう)の聞(き)き取(と)り,ターゲ

ット表現(ひょうげん)の発話(はつわ)練習(れんしゅう)を行い,ロールプレイの発(はつ)表(ぴょう)へとつなげる。 

会話(かいわ)・モノローグの練習(れんしゅう)では,学期中(がっきちゅう)に２回(かい)発表(はっぴょう)およびそれについての意見

(いけん)交換(こうかん)などを行(おこな)う。どちらも改(あらた)まった場面(ばめん)では,敬語(けいご)を使(つか)う練習(れんしゅう)

をする。 

 

The class will cover three functions—message, invitation, and permission—through practice in listening comprehension, 

conversation, and dialogues based on recorded materials. Students will also study the difference between language used in 

casual and formal situations they encounter in everyday life. In doing so, they will practice listening and comprehending what is 

being said as well as producing target expressions, eventually leading to role-playing presentations. 

In practicing conversations and monologues, students will give two presentations during the semester and exchange opinions 

about them. In either case, students will practice to use polite expressions (keigo) in formal situations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション,聴解(ちょうかい)練習(れんしゅう) 

2. 第一回目(だいいっかいめ)スピーチ準備(じゅんび),「勧誘(かんゆう)」練習(れんしゅう) 

3. 第一回目(だいいっかいめ)スピーチ「勧誘(かんゆう)」練習(れんしゅう) 

4. 第一回目(だいいっかいめ)スピーチ「勧誘(かんゆう)」練習(れんしゅう) 

5. 第一回目(だいいっかいめ)スピーチ,聴(ちょう)解(かい)練習(れんしゅう) 

6. 第一回目(だいいっかいめ)スピーチ,「許可(きょか)」練習(れんしゅう) 

7. スピーチフィードバック,「許可(きょか)」練習(れんしゅう) 

8. 第二回目(だいにかいめ)スピーチ準備(じゅんび),「許可(きょか)」練習(れんしゅう) 

9. 第二回目(だいにかいめ)スピーチ,聴解(ちょうかい)練習(れんしゅう) 

10. 第二回目(だいにかいめ)スピーチ,「提案(ていあん)」練習(れんしゅう) 

11. 第二回目(だいにかいめ)スピーチ,「提案(ていあん)」練習(れんしゅう) 

12. 第二回目(だいにかいめ)スピーチ,「提案(ていあん)」練習(れんしゅう) 

13. スピーチフィードバック, 

期末(きまつ)テスト１：聴解(ちょうかい) 
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14. 期末(きまつ)テスト２：会話(かいわ) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がくしゅう)については,毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。スピーチの準備

(じゅんび)として,グラフや表(ひょう)を自(じ)分(ぶん)で探(さが)すことや,原稿(げんこう)を準備(じゅんび)することは,教(きょう)室内

(しつない)では行(おこな)わないため,宿題(しゅくだい)となる。また,スピーチの発音(はつおん)練習(れんしゅう)は教(きょう)室内(し

つない)でも行(おこな)うが,練習(れんしゅう)が不足(ふそく)していると思(おも)う場合(ばあい)は, 教室外(きょうしつがい)でも練習

(れんしゅう)をすることが望(のぞ)ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業(じゅぎょう)への参加度(さんかど)(30%)/課題(かだい)・宿題(しゅくだい)(40%)/期末(きまつ)テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2003、『中上級(ちゅうじょうきゅう)日本語(にほんご)音声(おんせい)教材(きょうざい)・毎日(まいにち)の聞(き)き取(と)り plus40

上(じょう)』、凡人社 

2. 2004、『日本語生(にほんごなま)中継(ちゅうけい)・中上級編(ちゅうじょうきゅうへん)』、くろしお出版 

上（うえ）のテキストなどを適宜（てきぎ）使（つか）う。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO262 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ－５ 

(Academic Japanese D-5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
作文（さくぶん） 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初中級(しょちゅうきゅう)修了(しゅうりょう)レベルの学習者(がくしゅうしゃ)を対象(たいしょう)とする。初中級(しょちゅうきゅう)で学習

(がくしゅう)した語彙(ごい)の定着(ていちゃく),およびさらに語彙数(ごいすう)を増(ふ)やすこと,および初(しょ)中級(ちゅうきゅう)で学

習(がくしゅう)した文型(ぶんけい)を使(つか)って,レポートや作文(さくぶん)を書(か)く力(ちから)をつけることを目的(もくてき)とす

る。 

 

This course is designed for students who have completed the beginner- and intermediate-level study. The purpose of this 

course is to develop students’ ability to write reports and compositions using sentence patterns which they have learned at the 

beginner- and intermediate-levels, while solidifying the vocabulary they have learned in earlier study and further developing their 

word power. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教室(きょうしつ)ではレポートや作文(さくぶん)の構成(こうせい),要約(ようやく)について学習(がくしゅう)し, 800 字(じ)から 1,000 字

(じ)程度(ていど)の作文(さくぶん)を書(か)き,それについてのフィードバックを行(おこな)う。 

 

In class, students will learn about the structure and summarization of reports and compositions, writing compositions of 800 to 

1000 words each class and getting feedback on their work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション,プレレッスン 

2. 作文(さくぶん)の基本(きほん)ルール① 

3. 作文(さくぶん)の基本(きほん)ルール② 

4. 構成(こうせい)① 

5. 構成(こうせい)② 

6. 構成(こうせい)③ 

7. 要約(ようやく)①・フィードバック 

8. 要約(ようやく)② 

9. 意見文(いけんぶん) 

10. 提案(ていあん)・解決策(かいけつさく)の提示(ていじ) 

11. 意見(いけん)に賛成(さんせい)／反対(はんたい)する 

12. 賛成(さんせい)・反対(はんたい)の両面(りょうめん)から論(ろん)じる 

13. フィードバック 

14. 期末(きまつ)テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がくしゅう)については,毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業(じゅぎょう)への参加度(さんかど)(40%)/課題(かだい)・宿題(しゅくだい)(30%)/期末(きまつ)テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材(きょうざい)を課(か)ごとに授業内(じゅぎょうない)で配布(はいふ)する。作文(さくぶん)のルールや書(か)き言葉(こと

ば)のルール,構成(こうせい),要約(ようやく)のしかたについて学(まな)び,さまざまなテーマで作文(さくぶん)を書(か)く。 

「将来(しょうらい)の計画(けいかく),このクラスで学(まな)びたいこと」 

「外国人(がいこくじん)労働者(ろうどうしゃ)受(う)け入(い)れ」 
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「共(とも)働(ばたら)き」 

「男女(だんじょ)共同(きょうどう)参画(さんかく)社会(しゃかい)」 

「英語(えいご)学習(がくしゅう)ブーム」 

などのテーマを扱(あつか)う。 

 

参考文献（Readings） 

授業(じゅぎょう)で適宜(てきぎ)紹介(しょうかい)する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO263 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ－４ 

(Academic Japanese C-4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聴解・会話（ちょうかい・かいわ） 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初級(しょきゅう)修了(しゅうりょう)レベルの学習者(がくしゅうしゃ)を対象(たいしょう)とし,日常(にちじょう)生活(せいかつ)における

様々(さまざま)な場面(ばめん)での聴解(ちょうかい)と会話(かいわ)能力(のうりょく)の育成(いくせい)を目指(めざ)す。相手(あいて)

の話(はな)すことを正確(せいかく)に把握(はあく)し,それに対(たい)して自分(じぶん)の意見(いけん)等(など)を正(ただ)しい日本語

(にほんご)できちんと発表(はっぴょう)できるようになることを目標(もくひょう)とする。 

 

Intended for students who have completed the beginner level. The course aims to strengthen students’ listening and 

conversation skills in various everyday situations. Students will become able to understand what others are saying accurately 

and present their opinions in Japanese correctly. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業(じゅぎょう)はスピーチ,会話(かいわ),聴(ちょう)解(かい)の３部(ぶ)構成(こうせい)になっている。スピーチでは,自分(じぶん)の

意見(いけん)を整理(せいり)して,構成(こうせい)を意識(いしき)しながらわかりやすく伝(つた)える練習(れんしゅう)を行(おこな)う。

会話(かいわ)では,初級(しょきゅう)で学習(がくしゅう)した表現(ひょうげん)の復習(ふくしゅう)や会話(かいわ)特有(とくゆう)の表現

(ひょうげん)（縮(しゅく)約形(やくけい),助詞(じょし)の省略(しょうりゃく),あいづちなど）の学習(がくしゅう)を行(おこな)い,それらを使

用(しよう)する会話(かいわ)の練習(れんしゅう)を行(おこな)う。スピーチと会話(かいわ)ともに,流暢(りゅうちょう)さだけでなく発話

(はつわ)の正確性(せいかくせい)を重視(じゅうし)する。聴(ちょう)解(かい)では,CDなどの教材(きょうざい)をもとに,まとまった内容

(ないよう)を聞(き)いて大意(たいい)把握(はあく)や情報(じょうほう)取(ど)りなどが適切(てきせつ)にできるように練習(れんしゅう)を

行(おこな)う。さらに,聴(ちょう)解(かい)の内容(ないよう)についてのディスカッションを行(おこな)う。 

 

The course consists of speech, conversation, and listening sections.  

In the speech section, students will practice expressing their opinions clearly by organizing their thoughts and paying attention 

to structure.    

In the conversation section, students will review basic expressions and other verbal and non-verbal behaviors specific to 

conversations (e.g., contracted forms, the omission of particles, and nodding.) They will then engage in conversation practices 

using those behaviors. Both speech and conversation exercises focus on accuracy as well as fluency.  

The listening section will be centered on audio materials such as CDs. Students will be trained to listen to contents of a certain 

length and grasp the main points and appropriate details. They will also engage in discussions on the contents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己(じこ)紹介(しょうかい) 

2. 苦情(くじょう)を言(い)う 

3. 誘(さそ)う、断(ことわ)る 

4. 依頼(いらい)する① 

5. スピーチ① 

6. スピーチ② 

7. 依頼(いらい)する② 

8. 言(い)い訳(わけ)をする 

9. 人(ひと)について説明(せつめい)する① 

10. インタビュー① 

11. インタビュー② 

12. 人(ひと)について説明(せつめい)する② 

13. 描写(びょうしゃ)する 

14. 期末(きまつ)テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がくしゅう)については,毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業(じゅぎょう)への参加度(さんかど)(30%)/課題(かだい)・宿題(しゅくだい)(40%)/期末(きまつ)テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014、『ロールプレイで学(まな)ぶ 中級(ちゅうきゅう)から上級(じょうきゅう)への日本語(にほんご)会話(かいわ)』、アルク 

2. 2007、『新(しん)・毎日(まいにち)の聞(き)きとり 50 日(にち)』、凡人社 

上記（じょうき）の教材（教材）のほかも適宜（てきぎ）使用（しよう）する。 

 

参考文献（Readings） 

授業(じゅぎょう)で適宜(てきぎ)紹介(しょうかい)する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO264 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ－４ 

(Academic Japanese D-4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
作文（さくぶん） 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初級(しょきゅう)修了(しゅうりょう)レベルの学習者(がくしゅうしゃ)を対象(たいしょう)とし,初級(しょきゅう)で学習(がくしゅう)した語彙

(ごい)や文型(ぶんけい)の定着(ていちゃく)及(およ)び応用力(おうようりょく)の養成(ようせい)を目的(もくてき)とする。具体的(ぐた

いてき)には,それらを使(つか)って正(ただ)しい文章(ぶんしょう)（単文(たんぶん)だけでなく,複文(ふくぶん)も含(ふく)むが産出(さん

しゅつ)できるようになることを目指(めざ)す。また,400 字(じ)～600 字(じ)程度(ていど)の短(みじか)い文章(ぶんしょう)が適切(てき

せつ)な構成(こうせい)で書(か)けるようになることも目標(もくひょう)とする。 

 

Intended for students who have completed the beginner level. The course aims to bolster students’ knowledge of basic 

vocabulary and sentence patterns, and strengthen its application. 

More specifically, by the end of the course, students will be able to produce correct sentences (both simple and complex) and 

write a short text (about 400 characters) using appropriate structure.   

 

授業の内容（Course Contents） 

初級(しょきゅう)で学習(がくしゅう)した語彙(ごい)や文型(ぶんけい)を複数(ふくすう)組(く)み合(あ)わせて,長(なが)い１文(ぶん)を

作成(さくせい)する練習(れんしゅう)を繰(く)り返(かえ)す。単(たん)に意味(いみ)が通(つう)じるだけでなく,助詞(じょし)の間違(まち

が)いや語彙(ごい)レベルの不適切(ふてきせつ)さなどにも注意(ちゅうい)を向(む)け,自然(しぜん)で洗練(せんれん)された日本語

(にほんご)を作(つく)る練習(れんしゅう)を行(おこな)う。 

 

Students will do exercises in writing long sentences by combining more than one sentence form and vocabulary for beginners.  

Students will become trained to produce natural and sophisticated Japanese by paying attention to the incorrect use of 

particles and vocabulary as well as considering whether a sentence makes sense.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション,プレレッスン 

2. 定義(ていぎ)① 

3. 意見(いけん)① 

4. 分類(ぶんるい) 

5. 比較(ひかく)・対照(たいしょう)① 

6. 根拠(こんきょ)・判断(はんだん)① 

7. 定義(ていぎ)② 

8. 比較(ひかく)・対照(たいしょう)② 

9. 意見(いけん)② 

10. 換言(かんげん)・例示(れいじ) 

11. 根拠(こんきょ)・判断(はんだん)② 

12. ことわざの説明(せつめい) 

13. Review 

14. 期末(きまつ)テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がくしゅう)については,毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業(じゅぎょう)への参加度(さんかど)(30%)/課題(かだい)・宿題(しゅくだい)(40%)/期末(きまつ)テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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プリント教材(きょうざい)をテキストとして使用(しよう)する。テキストは以下(いか)のような 2 部(ぶ)構成(こうせい)になっている。 

Part１：初級(しょきゅう)文型(ぶんけい)を複数(ふくすう)組(く)み合(あ)わせた文型(ぶんけい),及(およ)び初中級(しょちゅうきゅう)レ

ベルの新(あたら)しい文型(ぶんけい)の学習(がくしゅう)  

Part2：Part１で学習(がくしゅう)した文型(ぶんけい)を複数(ふくすう)組(く)み合(あ)わせたパラグラフライティング 

 

参考文献（Readings） 

授業(じゅぎょう)で適宜(てきぎ)紹介(しょうかい)する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO265 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ－３ 

(Academic Japanese C-3) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語(にほんご)の基礎(きそ)（動詞(どうし)･形容(けいよう)詞(し)の活用(かつよう)など）を習得(しゅうとく)している者(もの)（1,000

語(ご)程度(ていど)の語彙(ごい),初級(しょきゅう)前半(ぜんはん)の文法(ぶんぽう)等(とう)）,日常(にちじょう)生活(せいかつ)の基

本的(きほんてき)活動(かつどう)（買(か)い物(もの)や依頼(いらい)など）が日本語(にほんご)でできる者(もの)を対象(たいしょう)と

する。Ｊ３コース全体(ぜんたい)の目標(もくひょう)は,より複雑(ふくざつ)な初級(しょきゅう)文型(ぶんけい)の導入(どうにゅう)および

既習(きしゅう)の文型(ぶんけい)の運用(うんよう)能力(のうりょく)向上(こうじょう)を目指(めざ)すことである。その中(なか)で,文法

(ぶんぽう)クラスの目標(もくひょう)は,条件(じょうけん)や仮定(かてい)の表現(ひょうげん),受身(うけみ)や使役(しえき)などを含(ふ

く)むやや複雑(ふくざつ)な初級(しょきゅう)文型(ぶんけい)などを理解(りかい)し,それらを日常(にちじょう)生活(せいかつ)の中(な

か)で使(つか)えるようになることである。 

 

Intended for those individuals who have already mastered the first half of fundamental sentence structure and fundamental 

vocabulary (about 1,000 words), the J3 course aims to introduce relatively complicated beginner-level sentence patterns,  to 

improve the students’ ability to put already learned sentence patterns into practical use, and to increase vocabulary to 1,000 

words. The goal of the grammar course is to understand complex elementary sentence forms including conditional and 

subjunctive moods, passive voice, and causative expressions and be able to use them in everyday life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生（がくせい）が文法（ぶんぽう）で習（なら）った文型（ぶんけい）や語彙（ごい）をきちんと復習（ふくしゅう）していることを前提

（ぜんてい）として授業（じゅぎょう）を進（すす）める。 

 

For this course, students are assumed to have properly reviewed the sentence forms and vocabulary learned in grammar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation, Pre-Lesson 

2. Lesson1 

3. Lesson2 

4. Lesson3 

5. Lesson4 

6. Lesson5 

7. Mid-term Test 

8. Lesson6 

9. Lesson7 

10. Lesson8 

11. Lesson9 

12. Lesson10  

13. Review 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がくしゅう)については，毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。 

Instructions will be given in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業(じゅぎょう）への参加度（さんかど） Class participation(20%)/提出物（ていしゅつぶつ） Homework(20%)/クイズ Everyday 

quiz(20%)/課題（かだい） Task(15%)/中間（ちゅうかん）テスト Mid-term test(10%)/期末（きまつ）テスト Final test(15%) 

スケジュール、方法（ほうほう）、評価（ひょうか）については各授業（各授業）で異（こと）なる場合（ばあい）があるので初回（しょか

い）の授業（じゅぎょう）で確認（かくにん）すること。 Course details (schedule, method of evaluation, etc.) will vary with the level 

and skills selected by the students with the advice of the Center for Japanese Language Education in accordance with the 

results of the Japanese language placement test. 
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テキスト（Textbooks） 

プリント教材(きょうざい) Printed Teaching Materials. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO266 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ－３ 

(Academic Japanese D-3) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語(にほんご)の基礎(きそ)（動詞(どうし)･形容(けいよう)詞(し)の活用(かつよう)など）を習得(しゅうとく)している者(もの)（1,000

語(ご)程度(ていど)の語彙(ごい),初級(しょきゅう)前半(ぜんはん)の文法(ぶんぽう)等(とう)）,日常(にちじょう)生活(せいかつ)の基

本的(きほんてき)活動(かつどう)（買(か)い物(もの)や依頼(いらい)など）が日本語(にほんご)でできる者(もの)を対象(たいしょう)と

する。Ｊ３コース全体(ぜんたい)の目標(もくひょう)は,より複雑(ふくざつ)な初級(しょきゅう)文型(ぶんけい)の導入(どうにゅう)および

既習(きしゅう)の文型(ぶんけい)の運用(うんよう)能力(のうりょく)向上(こうじょう)を目指(めざ)すことである。その中(なか)で,文法

(ぶんぽう)クラスの目標(もくひょう)は,条件(じょうけん)や仮定(かてい)の表現(ひょうげん),受身(うけみ)や使役(しえき)などを含(ふ

く)むやや複雑(ふくざつ)な初級(しょきゅう)文型(ぶんけい)などを理解(りかい)し,それらを日常(にちじょう)生活(せいかつ)の中(な

か)で使(つか)えるようになることである。 

 

Intended for those individuals who have already mastered the first half of fundamental sentence structure and fundamental 

vocabulary (about 1,000 words), the J3 course aims to introduce relatively complicated beginner-level sentence patterns,  to 

improve the students’ ability to put already learned sentence patterns into practical use, and to increase vocabulary to 1,000 

words. The goal of the grammar course is to understand complex elementary sentence forms including conditional and 

subjunctive moods, passive voice, and causative expressions and be able to use them in everyday life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生（がくせい）が文法（ぶんぽう）で習（なら）った文型（ぶんけい）や語彙（ごい）をきちんと復習（ふくしゅう）していることを前提

（ぜんてい）として授業（じゅぎょう）を進（すす）める。 

 

For this course, students are assumed to have properly reviewed the sentence forms and vocabulary learned in grammar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation, Pre-Lesson 

2. Lesson1 

3. Lesson2 

4. Lesson3 

5. Lesson4 

6. Lesson5 

7. Mid-term Test 

8. Lesson6 

9. Lesson7 

10. Lesson8 

11. Lesson9 

12. Lesson10  

13. Review 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がくしゅう)については，毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。 

Instructions will be given in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業(じゅぎょう）への参加度（さんかど） Class participation(20%)/提出物（ていしゅつぶつ） Homework(20%)/クイズ Everyday 

quiz(20%)/課題（かだい） Task(15%)/中間（ちゅうかん）テスト Mid-term test(10%)/期末（きまつ）テスト Final test(15%) 

スケジュール、方法（ほうほう）、評価（ひょうか）については各授業（各授業）で異（こと）なる場合（ばあい）があるので初回（しょか

い）の授業（じゅぎょう）で確認（かくにん）すること。 Course details (schedule, method of evaluation, etc.) will vary with the level 

and skills selected by the students with the advice of the Center for Japanese Language Education in accordance with the 

results of the Japanese language placement test. 
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テキスト（Textbooks） 

プリント教材(きょうざい) Printed Teaching Materials. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO267 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ－２ 

(Academic Japanese C-2) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

非常(ひじょう)に基本的(きほんてき)な日本語(にほんご)（動詞(どうし)や形容(けいよう)詞(し)の基本的(きほんてき)活用(かつよ

う),語彙(ごい)５００）を身(み)につけている者(もの)を対象(たいしょう)とする。Ｊ２コース全体(ぜんたい)の目標(もくひょう)は,接続語

(せつぞくご)や接続(せつぞく)助詞(じょし)を用(もち)いた複文(ふくぶん)の作成(さくせい)を含(ふく)む,Ｊ１よりやや進(すす)んだ日

本語(にほんご)能力(のうりょく)を身(み)につけ,日常(にちじょう)生活(せいかつ)に必要(ひつよう)な簡単(かんたん)な会話(かいわ)

や自分(じぶん)の意見(いけん)伝達(でんたつ)が日本語(にほんご)でできるようにすること,語彙数(ごいすう)を 1,000に増(ふ)やす

ことである。その中(なか)で,文法(ぶんぽう)１クラスの目標(もくひょう)は,様々(さまざま)な接続語(せつぞくご)や接続(せつぞく)助

詞(じょし)や文末(ぶんまつ)表現(ひょうげん),時間(じかん)の表現(ひょうげん)などを理解(りかい)し,それらを日常(にちじょう)生活

(せいかつ)の中(なか)で使(つか)えるようになることである。 

 

Intended for those who have a very basic knowledge about Japanese (basic conjugations of verbs and adjectives and a 

vocabulary of 500 words). The goal of J2 course is to acquire more advanced Japanese communication skills than those at J1, 

including the composition of complex sentences using conjunctions and conjunctive particles and to increase vocabulary to 

1,000 words. And the goal of Grammar 1 class is to understand various conjunctions, conjunctive particles, sentence-ending 

expressions and expressions of time, as well as be able to use them in everyday life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生（がくせい）が文法（ぶんぽう）で習（なら）った文型（ぶんけい）や語彙（ごい）をきちんと復習（ふくしゅう）していることを前提

（ぜんてい）として授業（じゅぎょう）を進（すす）める。 

 

Students are assumed to have properly reviewed the sentence forms and vocabulary learned in Grammar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation, Pre-Lesson 

2. Lesson1 

3. Lesson2 

4. Lesson3 

5. Lesson4 

6. Lesson5 

7. Mid-term Test 

8. Lesson6 

9. Lesson7 

10. Lesson8 

11. Lesson9 

12. Lesson10  

13. Review 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がくしゅう)については，毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。 

Instructions will be given in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業(じゅぎょう）への参加度（さんかど） Class participation(20%)/提出物（ていしゅつぶつ） Homework(20%)/クイズ Everyday 

quiz(20%)/課題（かだい） Task(15%)/中間（ちゅうかん）テスト Mid-term test(10%)/期末（きまつ）テスト Final test(15%) 

スケジュール、方法（ほうほう）、評価（ひょうか）については各授業（各授業）で異（こと）なる場合（ばあい）があるので初回（しょか

い）の授業（じゅぎょう）で確認（かくにん）すること。 Course details (schedule, method of evaluation, etc.) will vary with the level 

and skills selected by the students with the advice of the Center for Japanese Language Education in accordance with the 

results of the Japanese language placement test. 
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テキスト（Textbooks） 

プリント教材(きょうざい) Printed Teaching Materials. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO268 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ－２ 

(Academic Japanese D-2) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

非常(ひじょう)に基本的(きほんてき)な日本語(にほんご)（動詞(どうし)や形容(けいよう)詞(し)の基本的(きほんてき)活用(かつよ

う),語彙(ごい)５００）を身(み)につけている者(もの)を対象(たいしょう)とする。Ｊ２コース全体(ぜんたい)の目標(もくひょう)は,接続語

(せつぞくご)や接続(せつぞく)助詞(じょし)を用(もち)いた複文(ふくぶん)の作成(さくせい)を含(ふく)む,Ｊ１よりやや進(すす)んだ日

本語(にほんご)能力(のうりょく)を身(み)につけ,日常(にちじょう)生活(せいかつ)に必要(ひつよう)な簡単(かんたん)な会話(かいわ)

や自分(じぶん)の意見(いけん)伝達(でんたつ)が日本語(にほんご)でできるようにすること,語彙数(ごいすう)を 1,000に増(ふ)やす

ことである。その中(なか)で,文法(ぶんぽう)１クラスの目標(もくひょう)は,様々(さまざま)な接続語(せつぞくご)や接続(せつぞく)助

詞(じょし)や文末(ぶんまつ)表現(ひょうげん),時間(じかん)の表現(ひょうげん)などを理解(りかい)し,それらを日常(にちじょう)生活

(せいかつ)の中(なか)で使(つか)えるようになることである。 

 

Intended for those who have a very basic knowledge about Japanese (basic conjugations of verbs and adjectives and a 

vocabulary of 500 words). The goal of J2 course is to acquire more advanced Japanese communication skills than those at J1, 

including the composition of complex sentences using conjunctions and conjunctive particles and to increase vocabulary to 

1,000 words. And the goal of Grammar 1 class is to understand various conjunctions, conjunctive particles, sentence-ending 

expressions and expressions of time, as well as be able to use them in everyday life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生（がくせい）が文法（ぶんぽう）で習（なら）った文型（ぶんけい）や語彙（ごい）をきちんと復習（ふくしゅう）していることを前提

（ぜんてい）として授業（じゅぎょう）を進（すす）める。 

 

Students are assumed to have properly reviewed the sentence forms and vocabulary learned in Grammar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation, Pre-Lesson 

2. Lesson1 

3. Lesson2 

4. Lesson3 

5. Lesson4 

6. Lesson5 

7. Mid-term Test 

8. Lesson6 

9. Lesson7 

10. Lesson8 

11. Lesson9 

12. Lesson10  

13. Review 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がくしゅう)については，毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。 

Instructions will be given in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業(じゅぎょう）への参加度（さんかど） Class participation(20%)/提出物（ていしゅつぶつ） Homework(20%)/クイズ Everyday 

quiz(20%)/課題（かだい） Task(15%)/中間（ちゅうかん）テスト Mid-term test(10%)/期末（きまつ）テスト Final test(15%) 

スケジュール、方法（ほうほう）、評価（ひょうか）については各授業（各授業）で異（こと）なる場合（ばあい）があるので初回（しょか

い）の授業（じゅぎょう）で確認（かくにん）すること。 Course details (schedule, method of evaluation, etc.) will vary with the level 

and skills selected by the students with the advice of the Center for Japanese Language Education in accordance with the 

results of the Japanese language placement test. 
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テキスト（Textbooks） 

プリント教材(きょうざい) Printed Teaching Materials. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO269 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ－１ 

(Academic Japanese C-1) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語(にほんご)を学習(がくしゅう)した経験(けいけん)のない者(もの),およびそれに準(じゅん)ずる者(もの)を対象(たいしょう)と

する。Ｊ１コース全体(ぜんたい)の目標(もくひょう)は,日本語(にほんご)の表記(ひょうき)や発音(はつおん)などを含(ふく)む,基礎的

(きそてき)な能力(のうりょく)を身(み)につけ,買(か)い物(もの)や道(みち)の聞(き)き方(かた)など,日常(にちじょう)生活(せいかつ)の

基本的(きほんてき)な活動(かつどう)で日本語(にほんご)が使(つか)えるようにすること,ひらがな,カタカナ表記(ひょうき),基本的(き

ほんてき)な動詞(どうし)や形容(けいよう)詞(し)の活用(かつよう),約(やく)５００語(ご)の単語(たんご)を学習(がくしゅう)することであ

る。その中(なか)で,文法(ぶんぽう)１クラスの目標(もくひょう)は,名詞(めいし)文(ぶん),形容(けいよう)詞(し)文(ぶん),動詞(どうし)文

(ぶん)それぞれの最(もっと)も基本的(きほんてき)な文型(ぶんけい),および基本的(きほんてき)な助詞(じょし),動詞(どうし)や形容

(けいよう)詞(し)の基本的(きほんてき)な活用(かつよう)を理解(りかい)し,それらを日常(にちじょう)生活(せいかつ)の中(なか)で使

(つか)えるようになることである。 

 

Intended for those individuals who have no prior learning experience or are at a similar level. The goal of J1 course is to acquire 

basic abilities including Japanese notation and pronunciation so as to be able to communicate in Japanese in basic everyday 

activities such as shopping, asking for directions, etc., to learn hiragana and katakana, the conjugations of basic verbs and 

adjectives and develop a vocabulary of about 500 words. And the goal of Grammar 1 class is to understand the most basic 

sentence form for the noun sentence, adjective sentence, verb sentence, basic conjugations of basic particles, verbs, and 

adjectives, as well as be able to use them in everyday life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生（がくせい）が文法（ぶんぽう）で習（なら）った文型（ぶんけい）や語彙（ごい）をきちんと復習（ふくしゅう）していることを前提

（ぜんてい）として授業（じゅぎょう）を進（すす）める。 

 

Students are assumed to have properly reviewed the sentence forms and vocabulary learned in Grammar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation, Pre-Lesson 

2. Lesson1 

3. Lesson2 

4. Lesson3 

5. Lesson4 

6. Lesson5 

7. Mid-term Test 

8. Lesson6 

9. Lesson7 

10. Lesson8 

11. Lesson9 

12. Lesson10  

13. Review 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がくしゅう)については，毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。 

Instructions will be given in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業(じゅぎょう）への参加度（さんかど） Class participation(20%)/提出物（ていしゅつぶつ） Homework(20%)/クイズ Everyday 

quiz(20%)/課題（かだい） Task(15%)/中間（ちゅうかん）テスト Mid-term test(10%)/期末（きまつ）テスト Final test(15%) 

スケジュール、方法（ほうほう）、評価（ひょうか）については各授業（各授業）で異（こと）なる場合（ばあい）があるので初回（しょか

い）の授業（じゅぎょう）で確認（かくにん）すること。 Course details (schedule, method of evaluation, etc.) will vary with the level 

and skills selected by the students with the advice of the Center for Japanese Language Education in accordance with the 
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results of the Japanese language placement test. 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材(きょうざい) Printed Teaching Materials. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO270 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ－１ 

(Academic Japanese D-1) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
異文化コミュニケーション学部の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語(にほんご)を学習(がくしゅう)した経験(けいけん)のない者(もの),およびそれに準(じゅん)ずる者(もの)を対象(たいしょう)と

する。Ｊ１コース全体(ぜんたい)の目標(もくひょう)は,日本語(にほんご)の表記(ひょうき)や発音(はつおん)などを含(ふく)む,基礎的

(きそてき)な能力(のうりょく)を身(み)につけ,買(か)い物(もの)や道(みち)の聞(き)き方(かた)など,日常(にちじょう)生活(せいかつ)の

基本的(きほんてき)な活動(かつどう)で日本語(にほんご)が使(つか)えるようにすること,ひらがな,カタカナ表記(ひょうき),基本的(き

ほんてき)な動詞(どうし)や形容(けいよう)詞(し)の活用(かつよう),約(やく)５００語(ご)の単語(たんご)を学習(がくしゅう)することであ

る。その中(なか)で,文法(ぶんぽう)１クラスの目標(もくひょう)は,名詞(めいし)文(ぶん),形容(けいよう)詞(し)文(ぶん),動詞(どうし)文

(ぶん)それぞれの最(もっと)も基本的(きほんてき)な文型(ぶんけい),および基本的(きほんてき)な助詞(じょし),動詞(どうし)や形容

(けいよう)詞(し)の基本的(きほんてき)な活用(かつよう)を理解(りかい)し,それらを日常(にちじょう)生活(せいかつ)の中(なか)で使

(つか)えるようになることである。 

 

Intended for those individuals who have no prior learning experience or are at a similar level. The goal of J1 course is to acquire 

basic abilities including Japanese notation and pronunciation so as to be able to communicate in Japanese in basic everyday 

activities such as shopping, asking for directions, etc., to learn hiragana and katakana, the conjugations of basic verbs and 

adjectives and develop a vocabulary of about 500 words. And the goal of Grammar 1 class is to understand the most basic 

sentence form for the noun sentence, adjective sentence, verb sentence, basic conjugations of basic particles, verbs, and 

adjectives, as well as be able to use them in everyday life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生（がくせい）が文法（ぶんぽう）で習（なら）った文型（ぶんけい）や語彙（ごい）をきちんと復習（ふくしゅう）していることを前提

（ぜんてい）として授業（じゅぎょう）を進（すす）める。 

 

Students are assumed to have properly reviewed the sentence forms and vocabulary learned in Grammar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation, Pre-Lesson 

2. Lesson1 

3. Lesson2 

4. Lesson3 

5. Lesson4 

6. Lesson5 

7. Mid-term Test 

8. Lesson6 

9. Lesson7 

10. Lesson8 

11. Lesson9 

12. Lesson10  

13. Review 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要(ひつよう)な準備(じゅんび)学習(がくしゅう)については，毎回(まいかい)の授業(じゅぎょう)で指示(しじ)する。 

Instructions will be given in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業(じゅぎょう）への参加度（さんかど） Class participation(20%)/提出物（ていしゅつぶつ） Homework(20%)/クイズ Everyday 

quiz(20%)/課題（かだい） Task(15%)/中間（ちゅうかん）テスト Mid-term test(10%)/期末（きまつ）テスト Final test(15%) 

スケジュール、方法（ほうほう）、評価（ひょうか）については各授業（各授業）で異（こと）なる場合（ばあい）があるので初回（しょか

い）の授業（じゅぎょう）で確認（かくにん）すること。 Course details (schedule, method of evaluation, etc.) will vary with the level 

and skills selected by the students with the advice of the Center for Japanese Language Education in accordance with the 
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results of the Japanese language placement test. 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材(きょうざい) Printed Teaching Materials. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO271 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ－８ 

(Academic Japanese C-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
観光学部、現代心理学部映像身体学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO272 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ－７ 

(Academic Japanese C-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
観光学部、現代心理学部映像身体学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO273 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ－６ 

(Academic Japanese C-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
観光学部、現代心理学部映像身体学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO276 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ－８ 

(Academic Japanese D-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
観光学部、現代心理学部映像身体学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO277 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ―７ 

(Academic Japanese D-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
観光学部、現代心理学部映像身体学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO278 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ－６ 

(Academic Japanese D-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
観光学部、現代心理学部映像身体学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO281 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ－８ 

(Academic Japanese C-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部、現代心理学部心理学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO282 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ－７ 

(Academic Japanese C-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部、現代心理学部心理学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO283 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｃ－６ 

(Academic Japanese C-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部、現代心理学部心理学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,内容理解とともにディスカッションや

プレゼンテーションのしかたを身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to develop students’ content comprehension while giving them discussion and presentation strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは， 

聴く・話す技術①‐１ 導入と資料理解 

2. 聴く・話す技術①‐2 発表① 

3. 聴く・話す技術②‐１ 導入と資料理解 

4. 聴く・話す技術①‐3 フィードバックと修正 

5. 聴く・話す技術①‐4 発表② 

6. 聴く・話す技術②‐2 発表① 

7. 聴く・話す技術③‐１ 導入と資料理解 

聴く・話す技術②‐3 フィードバックと修正 

8. 聴く・話す技術②‐4 発表② 

9. 聴く・話す技術③-2 発表① 

最終課題④-1 導入 

10. 聴く・話す技術③-3 フィードバックと修正 

最終課題④-2 準備 

11. 聴く・話す技術③-4 発表② 

最終課題④-3 準備 

12. 最終課題④-4 準備 

13. 最終課題④-5 最終発表 

14. 最終課題④-6 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/授業内課題の提出状況 および内容(45%)/最終発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FO286 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ－８ 

(Academic Japanese D-8) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部、現代心理学部心理学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO287 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ―７ 

(Academic Japanese D-7) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部、現代心理学部心理学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO288 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の日本語Ｄ－６ 

(Academic Japanese D-6) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コミュニティ福祉学部、現代心理学部心理学科の学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学における学習,生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。 

 

Students will acquire the basic Japanese skills they need for study and everyday life at university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各学生の日本語力に配慮した形で,読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い,読解力を高めるとともに,レポートや

論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指す。 

 

This a content-based class that will mainly focus on listening and speaking activities tailored to the abilities of individual 

students. Its purpose is to build students’ reading comprehension skills as well as the skills needed to write reports and other 

academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，大学で必要な日本語力とは 

2. テーマ①‐１ 導入と共通資料の読解活動 

3. テーマ①‐２ 書く技術① 

4. テーマ①‐３ 分担読解とディスカッション 

5. テーマ①‐４ 書く技術② 

6. テーマ①‐５ 書く技術③ 

7. テーマ①‐６ ピア・エディティング活動 

8. テーマ②‐１ 導入と共通資料の読解活動 

9. テーマ①‐７ レジュメと小レポート①のフィードバック 

10. テーマ②‐２ 書く技術① 

11. テーマ②‐３ 分担読解とディスカッション 

12. テーマ②‐４ 書く技術② 

13. テーマ②‐５ ピア・エディティング活動 

14. テーマ②-６ レジュメと小レポート②のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出状況および 内容(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO703 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

論文読解の技法                     新座(Niiza) 

(Academic Japanese: Reading Research Papers) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 藍子(SASAKI AIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員２０名 

※外国人留学生入試による入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々な分野の学術論文を読み、日本語の学術論文の構成をつかむとともに、論文で用いられる様々な表現を理解することに重

点を置きながら、日本語による受発信力をつける。 

 

Students will read academic papers from various fields, gaining an understanding of the structure of Japanese academic papers 

and learning various expressions used in theses while enhancing their ability to take in information and express themselves 

using Japanese 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加者の専門に沿った学術論文を数編選び,「構成」「スタイル」「語彙」「文型」「文末表現」「引用の仕方」「参考文献の提示方法」

などの点に留意しながら読む。また,読み取った内容を簡潔に要約する訓練も行う。 

参加者の専門ごとに,学術論文を数編ずつ選び,日本語学術論文の特徴に留意しながら読む。毎週１つの論文を読み（宿題）,その

論文から読みとれる日本語論文の特徴について講義およびディスカッションを行う。論文独特の語彙や表現については,例文など

を提示しながら短文作成を行う。さらに,いくつかの論文については要約を行い,読み取った内容を簡潔にまとめる練習も行う。  

 

Several academic papers are selected in accordance with the student’s specialization and evaluated for the composition, style, 

vocabulary, sentence patterns, end-of-sentence expressions, citation method, reference method, etc. common in academic 

papers. There will also be exercises to learn to briefly summarize content. One academic paper is read each week (homework), 

then lectures and discussions are held regarding the characteristics of Japanese academic papers inferred from those papers. 

For vocabulary and expressions unique to the academic paper, students will create their own short sentences while being 

presented with example sentences, etc. Additionally, students will practice how to concisely summarize what they have read 

with some of the academic papers.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，論文とは，文献検索 

2. サンプル論文の分析 

3. サンプル論文と各学生が持ってきた論文（モデル論文）の分析 

4. 各自のモデル論文についての発表 

5. 序論の構成，先行研究 

6. モデル論文の序論についての発表，本論について 

7. 本論の構成 

8. モデル論文の本論についての発表 

9. 結論について 

10. レジュメの作り方① 

11. レジュメの作り方② 参考文献リスト 

12. 口頭発表のしかた，レジュメ作成 

13. 担当論文最終発表① 

14. 担当論文最終発表②，振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要な準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/宿題・提出物など(45%)/論文のレジュメ発表(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。必要なものは適宜配付する。 

 

参考文献（Readings） 
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授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO704 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

論文作成の技法                     新座(Niiza) 

(Academic Japanese: Writing Research Papers) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 藍子(SASAKI AIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員２０名 

※外国人留学生入試による入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文や学術論文など、レポートよりも長く、学術的な論文の書き方について学ぶことに重点を置きながら、日本語による受発

信力をつける。 

 

The course will focus on learning how to write papers longer than reports, including graduation theses and academic 

dissertations, enhancing students’ ability to take in information and express themselves using Japanese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語の論文の構成,スタイル,使用される語彙や接続表現,文型の特徴について学び,自らがそれらを用いて構成の組み立てや

短文作成などを行う。その後,実際の論文作成を行い,実践力をつける。講義も行うが,参加者自身の論文作成に基づいた授業を

行い,ピア・エディディングも行う。 

毎回,「課題設定」「論文構成」「引用」「接続表現」などのテーマを決め,そのテーマに沿った学習および短文作成を行う。随時,論文

要約なども取り入れながら,作成する文章を徐々に長く,高度なものにしていき,最終的には１つの研究計画書の完成を目指す。参

加者それぞれが問題意識を持ち,自分の間違いに気づき,それを修正していくスキルが身につくように授業を行う。 

学術論文,卒業論文の作成に困難を感じている者には特に履修をすすめる。 

 

Students will learn about the composition, style, vocabulary, and connecting expressions used, as well as the sentence patterns 

of Japanese papers, to construct compositions and short sentences themselves. Students will then craft an actual academic 

paper, improving practical skills. While lectures will be given, classes will primarily be based on the participants' own academic 

papers, and peer editing will also be conducted. 

 

Each class centers around themes such as “task setting,” “essay composition,” “quotations,” or “connecting expressions," then 

learning and sentence creation are carried out based on those themes. Created texts will become longer and more 

sophisticated, incorporating the abstract, etc., of the academic paper, as necessary, with the final goal of completing one written 

research plan. Students will be taught so that each participant develops an awareness of issues, awareness of their own 

mistakes, and the skills necessary to correct those mistakes. 

 

This course is especially recommended for students who have difficulty preparing academic dissertations, graduation theses, 

etc. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，研究論文を探す，論文とは何か 

2. 各自が選んだ論文（担当論文）の紹介，全体構成の確認 

3. 序論の構成と表現  

4. 発表①，本論 ・結論の構成と表現 

5. 本論・結論の構成と表現 

6. 研究計画書を読む，自分の研究動機から研究課題を考える 

7. 発表②／論文の表現：引用・参考文献の書き方 

8. 先行研究を探す，参考文献メモの作成 

9. 参考文献メモの作成 

10. 論拠，調査方法の検討 

11. 研究計画書① 

12. 研究計画書② 

13. 発表③ 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については毎回の授業で指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/課題(30%)/最終課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。必要なものは適宜配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大島弥生他、2014、『ピアで学ぶ大学生の日本［第 2 版］』、ひつじ書房 (ISBN:978-4-89476-709-6) 

2. 北原保雄監修 (独）日本学生支援機構・東京日本語教育センター、2009、『実践研究計画作成法』、凡人社 (ISBN:987-

4893586933) 

クラスで適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修者の年次や既習内容によって進度や内容を変更する場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FO705 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キャリアの日本語Ａ                   新座(Niiza) 

(Japanese for Careers A) 

担当者名 

（Instructor） 
井上 玲子(INOUE REIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員１８名 

※外国人留学生入試による入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の就職活動の全体の流れや要点を理解するとともに、エントリーシートの書き方（効果的な構成、適切な文体や語彙等）、面

接で求められる日本語（適切な応対、マナー）など、実質的な日本語スキルの獲得を目指す。 

 

Students will primarily learn practical Japanese skills while also learning about the overall flow and main points regarding job 

hunting in Japan, including how to fill out application forms (effective structure, appropriate writing style, vocabulary, etc.) and 

Japanese to use in interviews (appropriate responses and manners), etc. 

 

授業の内容（Course Contents） 

就職活動に必要な日本語に関連する様々な事柄―「エントリーシートの書き方」「自己ＰＲの仕方」「集団面接の受け方」「個人面

接の受け方」などを実践的に学ぶ。さらに，面接に行く際のマナーなどについても学ぶ。  

実際に自分で何度もエントリーシートを書いたり，発表したりする活動を行う。そして，それに対するフィードバックをクラスメート，

および教員から受けることでスキルアップを目指す。また，様々なタイプの面接練習も行う。さらに，学外から留学生の就職活動

に携わるゲストを招き，就職活動の概要に関する説明を聞き，就職活動全体の流れや要点を学ぶ。 

 

Students will gain practical knowledge related to job hunting activities in Japan, including how to fill out application forms, self-

promotion, and group and personal interview strategies. They will also learn about the manners and customs appropriate for an 

interview.  

 

Students will actually fill in and present application forms many times on their own. The aim is to improve skills by receiving 

feedback from classmates and the instructor. Various types of interview practice will also be conducted. Guests from outside 

the university who are involved in job hunting activities for exchange students will also be invited to give explanations of those 

activities so that students can learn about the flow and key points of job searching as a whole. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要 日本での就職活動の概要 

2. 自己分析① 敬語 

3. 自己分析② 

4. エントリーシート① 

5. エントリーシート② 

6. 履歴書 

7. 業界・企業分析 

8. 志望動機① 

9. 志望動機② 

10. ゲストスピーカー 

11. ビジネスマナー 

12. 面接① 

13. 面接② 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要な準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(35%)/提出物・授業内課題(35%)/期末テストまたはレポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。必要なものはクラスで配付する。 
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参考文献（Readings） 

必要なものは授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゲストセッションの日は変更の可能性がある。またこれに伴うスケジュールの変更の可能性もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FO706 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キャリアの日本語Ｂ                   新座(Niiza) 

(Japanese for Careers B) 

担当者名 

（Instructor） 
井上 玲子(INOUE REIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員２５名 

※外国人留学生入試による入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

就職試験で出題される日本語関連項目（敬語や四字熟語、慣用表現等）について学びながら、日本で行われる就職試験を理解

する。また数多くの問題に触れることによって日本語や日本文化・社会についての知識を増やす。 

 

Students will gain an understanding of the employment examinations conducted in Japan while learning about the Japanese-

related items that appear in said examinations (honorifics, four-character idioms, idiomatic expressions, etc.). They will also 

increase their knowledge of Japanese language, culture, and society by touching on various issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

就職試験の国語分野，常識分野の試験問題を数多く解き，それについての説明を受けることで，日本の就職試験の傾向を知る

と同時に，対応スキルを身につける。 

就職試験問題を数多く知るために，毎回，たくさんの問題に取り組む。効率的に授業をすすめるために，宿題としても試験問題を

課し，授業中は解説や質問対応などにより多く時間を割く。個々の試験問題についての解説なども行うが，主として参加者が積

極的に与えられた問題に数多く取り組み，それを通して就職試験について「知ろう」とする姿勢が必要である。 

 

Students will gain an understanding of the intricacies of employment examinations in Japan while also gaining the skills to 

handle them by receiving explanations and answering numerous exam questions in the fields of language and common knowledge 

for employment examinations. 

 

To learn as many employment exam questions as possible, each class will have students tackle a number of questions. To 

promote efficient use of class time, exam questions will also be given as homework, allowing more time to be spent on 

explanations and answering questions. Though explanations are given for individual exam questions, it is necessary for students 

to actively work on a number of questions and “get to know” the employment examination. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，留学生の就職について 

2. 同意語，反意語，同音異義語 

3. ことわざ，慣用句，故事成語 

4. ２語の関係，漢字書き取り 

5. 難読漢字，間違えやすい漢字，漢字選択，複数の意味 

6. 部首，仮名遣い，名言・名句，和歌，俳句 

7. 四字熟語 

8. 敬語，文法，手紙文 

9. 文学作品 

10. 短文，中文読解 

11. 文章並び替え 

12. 長文読解 

13. 模擬問題 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要な準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/提出物，授業内課題（小テスト，模擬問題を含む）(40%)/期末テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。必要なものは適宜配付する。 
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参考文献（Readings） 

指定しない。授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期開始後に内容やスケジュールについて調整する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FO710 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ビジネスのための口頭運用力Ａ              新座(Niiza) 

(Business Japanese: Listening and Discussion A) 

担当者名 

（Instructor） 
井上 玲子(INOUE REIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員１８名 

※外国人留学生入試による入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語の談話の特徴について理解を深めるとともに、敬語や待遇表現など、日本企業で働く際に必要となる口頭運用力を身に

つける。 

 

Students will gain a deeper understanding of the characteristics of Japanese discourse and acquire the verbal skills, such as 

honorifics and attitudinal expressions, necessary to work at a Japanese company. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ビジネス場面で必要とされる構文または談話レベルの口頭運用力―敬語や待遇表現―について,電話応対,依頼など実際の場面

を設定して実践的に学び,それが使えるように練習する。 

 

Students will develop the syntax and discourse-level verbal skills required in business situations, such as honorifics and 

attitudinal expressions, learning about and practicing them through actual scenes including answering the telephone, taking 

requests, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要、紹介 

2. 会議①提案・申し出 

3. 会議②説明 

4. 会議③賛成・反対 

5. 会議④質疑応答 

6. RPテスト 

7. 電話応対① 

8. 電話応対② 

9. RPテスト 

10. 商談①指示 

11. 商談②訪問 

12. 商談③依頼・断り 

13. 商談④お詫び（クレーム処理） 

14. 聴解テスト、RPテスト、振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で周知する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/授業内課題(40%)/テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 瀬川由美他、2008、『人を動かす！ 実戦ビジネス日本語会話 上級』、スリーエーネットワーク (ISBN:978-4883194704) 

2. 宮崎道子他、2009、『にほんごで働く！ ビジネス日本語 30時間』、スリーエーネットワーク (ISBN:978-4883194902) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始後にスケジュールや内容を調整する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FO711 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ビジネスのための口頭運用力Ｂ              新座(Niiza) 

(Business Japanese: Listening and Discussion B) 

担当者名 

（Instructor） 
井上 玲子(INOUE REIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員１８名 

※外国人留学生入試による入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネスで必要とされる談話レベルの日本語力を，ソリューション・デザイン型活動を通して身につけ，より高度なビジネス日本語

運用能力の獲得を目指すとともに，日本でのビジネスの進め方への理解を深める。 

 

Students will develop more advanced business Japanese language skills by acquiring the discourse-level Japanese language 

skills required in business through solution design-type activities, deepening their understanding of how to proceed with 

business in Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

意思決定と問題解決のための課題をソリューション・デザイン型活動で行い,その過程の中で,ビジネス場面で必要とされるプレゼ

ンテーションの仕方や交渉の技術などのスキルアップを目指す。 

 

Decision-making and problem-solving tasks are carried out through solution design-type activities, and during the process, 

students will improve skills such as presentation methods and negotiation techniques, which are required in business situations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，ソリューション・デザイン型活動とは 

2. プレセッション 

3. テーマ 1 事前活動 

4. テーマ 1 ソリューション・デザイン型活動① 

5. テーマ 1 ソリューション・デザイン型活動② 

6. テーマ 1 ソリューション・デザイン型活動③ 

7. テーマ 1 成果発表 

8. テーマ 1 振り返り 

9. テーマ 2 事前活動 

10. テーマ 2 ソリューション・デザイン型活動① 

11. テーマ 2 ソリューション・デザイン型活動② 

12. テーマ 2 ソリューション・デザイン型活動③ 

13. テーマ 2 成果発表 

14. テーマ 2 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で周知する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(10%)/授業内課題(50%)/成果発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始後にスケジュールや内容を調整する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FO712 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ビジネスメールと文書                  新座(Niiza) 

(Business Japanese: Reading and Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
小林 友美(KOBAYASHI TOMOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員２５名 

※外国人留学生入試による入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語の書き言葉によるコミュニケーションについての理解を深めながら、ビジネスメール、報告書、依頼状などの様々なビジネ

ス文書の読み方、書き方について学び，使えるようになる。 

 

Students will learn how to read and write various business documents, such as business mail, reports, and request forms, while 

deepening their understanding of written communication in Japanese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本で就職したり，日系企業で働いたりする際に必要となるビジネス文書の読解や作成について，具体例を挙げながら実践的に

学び，実際にビジネス文書が読め，作れるところまで練習する。 

ビジネス場面で使われる様々な文書（報告書，提案書，依頼書など）の実例を使い，形式や語彙，文型などについて学ぶ。さら

に，参加者自らがビジネス文書を作成し，学んだ語彙や文型などを使えるようになるまで繰り返し練習する。 

実際の文書だけでなく，ビジネスでメールを使う際の形式やルール，マナーについても学び，様々な場面を設定して実際にメール

作成を行う。 

 

Students will learn how to read and write the practical business documents required for employment in a Japanese company 

through concrete examples and practice. 

 

Using actual examples of various documents (reports, proposals, requests, etc.) used in business, they learn about forms, 

vocabulary, sentence patterns, etc. Students will create their own business documents and practice repeatedly until they can 

use the vocabulary and patterns they have learned. 

 

Through various practice scenarios, students learn about not only the actual documents but also the format, rules, and manners 

used in business mail.  

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，自己紹介，ビジネスメール・ビジネス文書の基本① 

2. ビジネスメール・ビジネス文書の基本② 

3. お知らせ（社内） 

4. お知らせ（社外） 

5. お知らせ（社外） 

6. 送付依頼・発注 

7. 納期延長依頼・通知，在庫照会 

8. 照会（商品未着/数量不足）・クレーム，お詫び 

9. 社内会議 

10. 講演依頼 

11. 稟議書 

12. 報告書 

13. 紹介依頼 

14. 出張報告，振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要な準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/授業や宿題などで作成する文書・メール(50%)/最終課題として提出する文書・メール(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。必要なものは授業で配付する。 
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参考文献（Readings） 

1. 山辺真理子ほか、2014、『タスクで学ぶ日本語ビジネスメールとビジネス文書』、スリーエーネットワーク (ISBN:978-4-88319-

699-9) 

必要なものは授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始後にスケジュールや内容を調整する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FO721 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本の社会と文化Ａ 

(Japanese Society and Culture A) 

担当者名 

（Instructor） 
武田 聡子(TAKEDA SATOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員２０名 

※外国人留学生入試による入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会問題、芸能文化など日本の文化・社会に関する様々なトピックをとりあげ，それについて理解を深めながら，日本語による受

発信力をつける。 

 

Students will learn about various topics related to Japanese culture and society, such as social issues and the culture 

surrounding the performing arts. Students will improve their ability to take in information and express themselves using 

Japanese while deepening their understanding of these topics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会問題、芸能文化など日本の文化・社会に関する様々なトピックをとりあげ，それについて理解を深めながら，日本語による受

発信力をつける。 

授業の内容 

社会問題、芸能文化など日本の文化・社会に関する様々なトピックをとりあげ,それに関する文献を読んだり,ビデオを見たりする。

講義も行うが,主としてテーマについてのディスカッションやプレゼンテーションを中心とした授業を行い,課題設定能力も高める。

最後にまとめとしてプレゼンテーションまたはレポートを課す。 

 

Students will read literature and watch videos regarding various topics related to Japanese culture and society, such as social 

issues and the culture surrounding the performing arts. There will also be lectures, but courses will primarily be focused on 

discussions and presentationsto enhance students’ ability to set tasks. Students will be tasked with creating a final 

presentation or report summarizing what they have learned. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要 

2. トピック１－① 

3. トピック１－② 

4. トピック１－③ 

5. トピック１－④ 

6. トピック２－① 

7. トピック２－② 

8. トピック２－③ 

9. トピック２－④ 

10. トピック３－① 

11. トピック３－② 

12. トピック３－③ 

13. トピック３－④,プレゼンテーション① 

14. プレゼンテーション② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要な準備学習については,毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(25%)/課題・宿題(45%)/期末レポートまたはプレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。必要なものは適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

指定しない。適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始後にスケジュールや内容を調整する場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FO722 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本の社会と文化Ｂ 

(Japanese Society and Culture B) 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 孝子(HASEGAWA TAKAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員２０名 

※外国人留学生入試による入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

時事問題など日本の文化・社会に関する様々なトピックをとりあげ、それについて理解を深めながら、日本語による受発信力をつ

ける。 

 

Students will learn about various topics related to Japanese culture and society, such as social issues and the culture 

surrounding the performing arts. Students will improve their ability to take in information and express themselves using 

Japanese while deepening their understanding of these topics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

時事問題など日本の文化・社会に関する様々なトピックをとりあげ,それに関する文献を読んだり,ビデオを見たりする。講義も行う

が,主としてテーマについてのディスカッションやプレゼンテーションを中心とした授業を行い,課題設定能力も高める。最後にまと

めとしてプレゼンテーションまたはレポートを課す。 

 

Students will read literature and watch videos regarding various topics related to Japanese culture and society, such as social 

issues and the culture surrounding the performing arts. There will also be lectures, but classes will primarily be focused on 

discussions and presentations, in order also to enhance students’ ability to set tasks. Students will be tasked with creating a 

final presentation or report summarizing what they have learned. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要 

2. トピック１－① 

3. トピック１－② 

4. トピック１－③ 

5. トピック１－④ 

6. トピック２－① 

7. トピック２－② 

8. トピック２－③ 

9. トピック２－④ 

10. トピック３－① 

11. トピック３－② 

12. トピック３－③ 

13. トピック３－④,プレゼンテーション① 

14. プレゼンテーション② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要な準備学習については,毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(25%)/課題・宿題(45%)/期末レポートまたはプレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。必要なものは適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

指定しない。適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始後にスケジュールや内容を調整する場合がある。 
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注意事項（Notice） 
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■FO723 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本の社会と文化Ｃ 

(Japanese Society and Culture C) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 千歌(MARUYAMA CHIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員２０名 

※外国人留学生入試による入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の企業風土、日本的経営、日本式サービスなど日本での就職に関心がある学生にとって有用なトピックをとりあげ、それらの

知識を獲得すると同時に、高度な文型や語彙を増やし、日本語による受発信力をつける。 

 

The course will cover topics that are useful for students interested in finding employment in Japan, including Japanese 

corporate culture, Japanese-style management, and Japanese-style service. While acquiring this knowledge, students will also 

increase their vocabulary and practice using advanced sentence patterns, improving their ability to take in information and 

express themselves using Japanese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「日本の企業風土」「日本的経営」「日本型サービス」をトピックとして取り上げ, ゲストスピーカーとして招き,ゲストスピーカーから

の講義を軸として授業を進める。授業で扱うトピックについて理解を深めると同時に,それらのトピックを語る際に使われる語彙や

文型について学び,使う課題も行う。ゲストスピーカーによる講義の前には事前学習として,それぞれのトピックについての基本的

知識や専門的な語彙や文型を学び,講義の後には,内容理解やディスカッションを行い,レポート作成などを行う。事前学習,ゲスト

スピーカーによる講義,事後学習という流れの中で学ぶことが重要であるため,責任を持って授業に参加できる者の履修を望む。 

 

In this course, topics such as “Japanese corporate culture,” “Japanese-style management,” and “Japanese-style service” are 

covered, and guest speakers are invited to give lectures as well. Students will deepen their understanding of the topics covered 

in class while also learning vocabulary and sentences patterns related to said topics. Before each lecture by a guest speaker, 

students will be given basic knowledge, specialized vocabulary, and sentence patterns regarding the topic for preparatory study. 

After the guest lectures, they will show their understanding of the topic through discussions, reports, etc. The flow regarding 

preparatory study, lectures from guest speakers, and post study will be an important aspect of this course, and so this class is 

recommended for students who are sufficiently responsible and proactive. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要 

2. 「日本の企業風土」事前学習 

3. ゲストセッション① 

4. 「日本の企業風土」事後学習① 

5. 「日本の企業風土」事後学習② 

6. 「日本的経営」事前学習 

7. ゲストセッション② 

8. 「日本的経営」事後学習① 

9. 「日本的経営」事後学習② 

10. 「日本式サービス」事前学習 

11. ゲストセッション③ 

12. 「日本式サービス」事後学習① 

13. 「日本式サービス」事後学習② 

14. まとめ・振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要な準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/宿題(25%)/小レポート（３回）(45%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しないが，必要なものを適宜配付する。 
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参考文献（Readings） 

授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゲストとの調整により，扱うテーマの順番が変わる可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 753 - 

■FO724 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

社会の中の日本語Ａ 

(Laguage and Society in Japan A) 

担当者名 

（Instructor） 
沢野 美由紀(SAWANO MIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員２０名 

※外国人留学生入試による入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

流行語、擬音語・擬態語など、社会言語学的側面から日本語についての理解を深めるとともに、日本語による受発信力をつけ

る。 

 

Students will deepen their understanding of the sociolinguistic aspects of the Japanese language, such as words that are en 

vogue, onomatopoeias, and mimetic words, improving their ability to take in information and express themselves using Japanese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

擬音語・擬態語,様々な感情表現,微妙なニュアンスを表す副詞,位相など,日本語の特徴的な側面を取り上げ,それについての論文

を読んだり,調査をしたりする。課題設定能力を高め,大学での学びに必要となる日本語運用力を向上させる。 

具体的には,日本語の特徴的な１つの側面を取り上げ,それについて,論文を読んだり複数の実例に触れたりした後,ディスカッショ

ンしながら,理解を深めていく。また,学んだ語彙や表現などを使用した文章の作成などを通して,より高度で自然な日本語運用能

力を身につける。最後には,テーマに関するトピックについて自分で調べたものをプレゼンテーションし,さらにレポートにまとめる。 

 

We focus on characteristic aspects of Japanese such as onomatopoeias and mimetic words, various emotional expressions, 

adverbs expressing subtle nuances, and phases, learning about them through academic papers, research, experiencing multiple 

examples, and holding discussions. Students will enhance their ability to accomplish tasks as well as the Japanese language 

abilities required for learning at universities. Additionally, students will acquire more advanced and natural Japanese language 

skills by creating sentences, etc., using the vocabulary and expressions they learn. Finally, they will present their findings on the 

topic and summarize it in a report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，敬語 

2. 配慮表現① 

3. 配慮表現② 

4. 配慮表現③ 

5. 配慮表現④ 

6. 擬音語・擬態語とは 

7. 小説の中の擬音語・擬態語① 

8. 小説の中の擬音語・擬態語② 

9. 小説の中の擬音語・擬態語③ 

10. いろいろな分野に見られる擬音語・擬態語① 

11. いろいろな分野に見られる擬音語・擬態語② 

12. ブックレポート① 

13. ブックレポート② 

14. 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要な準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/プレゼンテーション(35%)/レポート，宿題(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。必要があれば適宜配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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授業開始後にスケジュールや内容を調整する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FO725 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

社会の中の日本語Ｂ 

(Language and Society in Japan B) 

担当者名 

（Instructor） 
高嶋 幸太（TAKASHIMA KOTA） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員２０名 

※外国人留学生入試による入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

役割語、インターネットの日本語など、社会言語学的側面から日本語についての理解を深めるとともに、日本語による受発信力

をつける。 

 

Students will deepen their understanding of the sociolinguistic aspects of the Japanese language, such as role words and 

Japanese used on the Internet, enhancing their ability to take in information and express themselves using Japanese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語の特徴的な側面として,若者言葉,メール文体,人の呼び方,役割語を取り上げ,それについての文章を読んだり,調査したりす

る。 

具体的には,日本語の特徴的な１つの側面を取り上げ,それについて論文を読んだり,複数の実例に触れたりした後,ディスカッショ

ンしながら理解を深めていく。また,学んだ語彙や表現などを使用した文章の作成などを通して,より高度で自然な日本語運用能力

を身につける。最後には,テーマに関するトピックについて自分で調べたものをプレゼンテーションし,さらにレポートにまとめる。 

 

This course will include topics such as modern youth slang, styles for writing mail, different ways to address people, and role 

words as characteristic aspects of Japanese, with students reading about and investigating them. 

 

Specifically, we will cover a characteristic aspect of the Japanese language and students will deepen their understanding of it 

by reading academic papers, experiencing multiple actual examples, and holding discussions. Additionally, students will acquire 

more advanced and natural Japanese language skills by creating sentences, etc., using the vocabulary and expressions they 

learn. Finally, they will present their findings on the topic and summarize it in a report. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，若者ことば① 

2. 若者ことば② 

3. メールの文体① 

4. メールの文体② 

5. 呼称① 

6. 呼称② ブックレポート 

7. 呼称③ ブックレポート 

8. 役割語① 

9. 役割語② 

10. 役割語③ 

11. 役割語④ 

12. 役割語⑤ 

13. 役割語 まとめ 最終発表 

14. 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要な準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/プレゼンテーション(35%)/レポート，宿題(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。必要なものは適宜配付する。 

 

参考文献（Readings） 

クラスで適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始後にスケジュールや内容を調整する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FO726 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

論文読解の技法 

(Academic Japanese: Reading Research Papers) 

担当者名 

（Instructor） 
谷 啓子(TANI KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員２０名 

※外国人留学生入試による入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々な分野の学術論文を読み、日本語の学術論文の構成をつかむとともに、論文で用いられる様々な表現を理解することに重

点を置きながら、日本語による受発信力をつける。 

 

Students will read academic papers from various fields, gaining an understanding of the structure of Japanese academic papers 

and learning various expressions used in theses while enhancing their ability to take in information and express themselves 

using Japanese 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加者の専門に沿った学術論文を数編選び,「構成」「スタイル」「語彙」「文型」「文末表現」「引用の仕方」「参考文献の提示方法」

などの点に留意しながら読む。また,読み取った内容を簡潔に要約する訓練も行う。 

参加者の専門ごとに,学術論文を数編ずつ選び,日本語学術論文の特徴に留意しながら読む。毎週１つの論文を読み（宿題）,その

論文から読みとれる日本語論文の特徴について講義およびディスカッションを行う。論文独特の語彙や表現については,例文など

を提示しながら短文作成を行う。さらに,いくつかの論文については要約を行い,読み取った内容を簡潔にまとめる練習も行う。  

 

Several academic papers are selected in accordance with the student’s specialization and evaluated for the composition, style, 

vocabulary, sentence patterns, end-of-sentence expressions, citation method, reference method, etc. common in academic 

papers. There will also be exercises to learn to briefly summarize content. One academic paper is read each week (homework), 

then lectures and discussions are held regarding the characteristics of Japanese academic papers inferred from those papers. 

For vocabulary and expressions unique to the academic paper, students will create their own short sentences while being 

presented with example sentences, etc. Additionally, students will practice how to concisely summarize what they have read 

with some of the academic papers.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，論文とは，文献検索 

2. サンプル論文の分析 

3. サンプル論文と各学生が持ってきた論文（モデル論文）の分析 

4. 各自のモデル論文についての発表 

5. 序論の構成，先行研究 

6. モデル論文の序論についての発表，本論について 

7. 本論の構成 

8. モデル論文の本論についての発表 

9. 結論について 

10. レジュメの作り方① 

11. レジュメの作り方② 参考文献リスト 

12. 口頭発表のしかた，レジュメ作成 

13. 担当論文最終発表① 

14. 担当論文最終発表②，振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要な準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/宿題・提出物など(45%)/論文のレジュメ発表(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。必要なものは適宜配付する。 

 

参考文献（Readings） 
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授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FO727 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

論文作成の技法 

(Academic Japanese: Writing Research Papers) 

担当者名 

（Instructor） 
谷 啓子(TANI KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員２０名 

※外国人留学生入試による入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文や学術論文など、レポートよりも長く、学術的な論文の書き方について学ぶことに重点を置きながら、日本語による受発

信力をつける。 

 

The course will focus on learning how to write papers longer than reports, including graduation theses and academic 

dissertations, enhancing students’ ability to take in information and express themselves using Japanese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語の論文の構成,スタイル,使用される語彙や接続表現,文型の特徴について学び,自らがそれらを用いて構成の組み立てや

短文作成などを行う。その後,実際の論文作成を行い,実践力をつける。講義も行うが,参加者自身の論文作成に基づいた授業を

行い,ピア・エディディングも行う。 

毎回,「課題設定」「論文構成」「引用」「接続表現」などのテーマを決め,そのテーマに沿った学習および短文作成を行う。随時,論文

要約なども取り入れながら,作成する文章を徐々に長く,高度なものにしていき,最終的には１つの研究計画書の完成を目指す。参

加者それぞれが問題意識を持ち,自分の間違いに気づき,それを修正していくスキルが身につくように授業を行う。 

学術論文,卒業論文の作成に困難を感じている者には特に履修をすすめる。 

 

Students will learn about the composition, style, vocabulary, and connecting expressions used, as well as the sentence patterns 

of Japanese papers, to construct compositions and short sentences themselves. Students will then craft an actual academic 

paper, improving practical skills. While lectures will be given, classes will primarily be based on the participants' own academic 

papers, and peer editing will also be conducted. 

 

Each class centers around themes such as “task setting,” “essay composition,” “quotations,” or “connecting expressions," then 

learning and sentence creation are carried out based on those themes. Created texts will become longer and more 

sophisticated, incorporating the abstract, etc., of the academic paper, as necessary, with the final goal of completing one written 

research plan. Students will be taught so that each participant develops an awareness of issues, awareness of their own 

mistakes, and the skills necessary to correct those mistakes. 

 

This course is especially recommended for students who have difficulty preparing academic dissertations, graduation theses, 

etc. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，研究論文を探す，論文とは何か 

2. 各自が選んだ論文（担当論文）の紹介，全体構成の確認 

3. 序論の構成と表現  

4. 発表①，本論 ・結論の構成と表現 

5. 本論・結論の構成と表現 

6. 研究計画書を読む，自分の研究動機から研究課題を考える 

7. 発表②／論文の表現：引用・参考文献の書き方 

8. 先行研究を探す，参考文献メモの作成 

9. 参考文献メモの作成 

10. 論拠，調査方法の検討 

11. 研究計画書① 

12. 研究計画書② 

13. 発表③ 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については毎回の授業で指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/課題(30%)/最終課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。必要なものは適宜配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大島弥生他、2014、『ピアで学ぶ大学生の日本［第 2 版］』、ひつじ書房 (ISBN:978-4-89476-709-6) 

2. 北原保雄監修 (独）日本学生支援機構・東京日本語教育センター、2009、『実践研究計画作成法』、凡人社 (ISBN:987-

4893586933) 

クラスで適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修者の年次や既習内容によって進度や内容を変更する場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FO728 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キャリアの日本語Ａ 

(Japanese for Careers A) 

担当者名 

（Instructor） 
高嶋 幸太(TAKASHIMA KOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員１８名 

※外国人留学生入試による入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の就職活動の全体の流れや要点を理解するとともに、エントリーシートの書き方（効果的な構成、適切な文体や語彙等）、面

接で求められる日本語（適切な応対、マナー）など、実質的な日本語スキルの獲得を目指す。 

 

Students will primarily learn practical Japanese skills while also learning about the overall flow and main points regarding job 

hunting in Japan, including how to fill out application forms (effective structure, appropriate writing style, vocabulary, etc.) and 

Japanese to use in interviews (appropriate responses and manners), etc. 

 

授業の内容（Course Contents） 

就職活動に必要な日本語に関連する様々な事柄―「エントリーシートの書き方」「自己ＰＲの仕方」「集団面接の受け方」「個人面

接の受け方」などを実践的に学ぶ。さらに，面接に行く際のマナーなどについても学ぶ。  

実際に自分で何度もエントリーシートを書いたり，発表したりする活動を行う。そして，それに対するフィードバックをクラスメート，

および教員から受けることでスキルアップを目指す。また，様々なタイプの面接練習も行う。さらに，学外から留学生の就職活動

に携わるゲストを招き，就職活動の概要に関する説明を聞き，就職活動全体の流れや要点を学ぶ。 

 

Students will gain practical knowledge related to job hunting activities in Japan, including how to fill out application forms, self-

promotion, and group and personal interview strategies. They will also learn about the manners and customs appropriate for an 

interview.  

 

Students will actually fill in and present application forms many times on their own. The aim is to improve skills by receiving 

feedback from classmates and the instructor. Various types of interview practice will also be conducted. Guests from outside 

the university who are involved in job hunting activities for exchange students will also be invited to give explanations of those 

activities so that students can learn about the flow and key points of job searching as a whole. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要 日本での就職活動の概要 

2. 自己分析① 敬語 

3. 自己分析② 

4. エントリーシート① 

5. エントリーシート② 

6. 履歴書 

7. 業界・企業分析 

8. 志望動機① 

9. 志望動機② 

10. ゲストスピーカー 

11. ビジネスマナー 

12. 面接① 

13. 面接② 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要な準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(35%)/提出物・授業内課題(35%)/期末テストまたはレポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。必要なものはクラスで配付する。 
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参考文献（Readings） 

必要なものは授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゲストセッションの日は変更の可能性がある。またこれに伴うスケジュールの変更の可能性もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FO729 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キャリアの日本語Ａ 

(Japanese for Careers A) 

担当者名 

（Instructor） 

小森由里（KOMORI YURI) 

【2020 年 9 月 14 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前）浅野 有里(ASANO YURI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員１８名 

※外国人留学生入試による入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の就職活動の全体の流れや要点を理解するとともに、エントリーシートの書き方（効果的な構成、適切な文体や語彙等）、面

接で求められる日本語（適切な応対、マナー）など、実質的な日本語スキルの獲得を目指す。 

 

Students will primarily learn practical Japanese skills while also learning about the overall flow and main points regarding job 

hunting in Japan, including how to fill out application forms (effective structure, appropriate writing style, vocabulary, etc.) and 

Japanese to use in interviews (appropriate responses and manners), etc. 

 

授業の内容（Course Contents） 

就職活動に必要な日本語に関連する様々な事柄―「エントリーシートの書き方」「自己ＰＲの仕方」「集団面接の受け方」「個人面

接の受け方」などを実践的に学ぶ。さらに，面接に行く際のマナーなどについても学ぶ。  

実際に自分で何度もエントリーシートを書いたり，発表したりする活動を行う。そして，それに対するフィードバックをクラスメート，

および教員から受けることでスキルアップを目指す。また，様々なタイプの面接練習も行う。さらに，学外から留学生の就職活動

に携わるゲストを招き，就職活動の概要に関する説明を聞き，就職活動全体の流れや要点を学ぶ。 

 

Students will gain practical knowledge related to job hunting activities in Japan, including how to fill out application forms, self-

promotion, and group and personal interview strategies. They will also learn about the manners and customs appropriate for an 

interview.  

 

Students will actually fill in and present application forms many times on their own. The aim is to improve skills by receiving 

feedback from classmates and the instructor. Various types of interview practice will also be conducted. Guests from outside 

the university who are involved in job hunting activities for exchange students will also be invited to give explanations of those 

activities so that students can learn about the flow and key points of job searching as a whole. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要 日本での就職活動の概要 

2. 自己分析① 敬語 

3. 自己分析② 

4. エントリーシート① 

5. エントリーシート② 

6. 履歴書 

7. 業界・企業分析 

8. 志望動機① 

9. 志望動機② 

10. ゲストスピーカー 

11. ビジネスマナー 

12. 面接① 

13. 面接② 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要な準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(35%)/提出物・授業内課題(35%)/期末テストまたはレポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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指定しない。必要なものはクラスで配付する。 

 

参考文献（Readings） 

必要なものは授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゲストセッションの日は変更の可能性がある。またこれに伴うスケジュールの変更の可能性もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FO730 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キャリアの日本語Ｂ 

(Japanese for Careers B) 

担当者名 

（Instructor） 
小森 由里(KOMORI YURI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員２５名 

※外国人留学生入試による入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

就職試験で出題される日本語関連項目（敬語や四字熟語、慣用表現等）について学びながら、日本で行われる就職試験を理解

する。また数多くの問題に触れることによって日本語や日本文化・社会についての知識を増やす。 

 

Students will gain an understanding of the employment examinations conducted in Japan while learning about the Japanese-

related items that appear in said examinations (honorifics, four-character idioms, idiomatic expressions, etc.). They will also 

increase their knowledge of Japanese language, culture, and society by touching on various issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

就職試験の国語分野，常識分野の試験問題を数多く解き，それについての説明を受けることで，日本の就職試験の傾向を知る

と同時に，対応スキルを身につける。 

就職試験問題を数多く知るために，毎回，たくさんの問題に取り組む。効率的に授業をすすめるために，宿題としても試験問題を

課し，授業中は解説や質問対応などにより多く時間を割く。個々の試験問題についての解説なども行うが，主として参加者が積

極的に与えられた問題に数多く取り組み，それを通して就職試験について「知ろう」とする姿勢が必要である。 

 

Students will gain an understanding of the intricacies of employment examinations in Japan while also gaining the skills to 

handle them by receiving explanations and answering numerous exam questions in the fields of language and common knowledge 

for employment examinations. 

 

To learn as many employment exam questions as possible, each class will have students tackle a number of questions. To 

promote efficient use of class time, exam questions will also be given as homework, allowing more time to be spent on 

explanations and answering questions. Though explanations are given for individual exam questions, it is necessary for students 

to actively work on a number of questions and “get to know” the employment examination. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，留学生の就職について 

2. 同意語，反意語，同音異義語 

3. ことわざ，慣用句，故事成語 

4. ２語の関係，漢字書き取り 

5. 難読漢字，間違えやすい漢字，漢字選択，複数の意味 

6. 部首，仮名遣い，名言・名句，和歌，俳句 

7. 四字熟語 

8. 敬語，文法，手紙文 

9. 文学作品 

10. 短文，中文読解 

11. 文章並び替え 

12. 長文読解 

13. 模擬問題 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要な準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/提出物，授業内課題（小テスト，模擬問題を含む）(40%)/期末テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。必要なものは適宜配付する。 
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参考文献（Readings） 

指定しない。授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期開始後に内容やスケジュールについて調整する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FO731 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キャリアの日本語Ｂ 

(Japanese for Careers B) 

担当者名 

（Instructor） 
井上 玲子(INOUE REIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員２５名 

※外国人留学生入試による入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

就職試験で出題される日本語関連項目（敬語や四字熟語、慣用表現等）について学びながら、日本で行われる就職試験を理解

する。また数多くの問題に触れることによって日本語や日本文化・社会についての知識を増やす。 

 

Students will gain an understanding of the employment examinations conducted in Japan while learning about the Japanese-

related items that appear in said examinations (honorifics, four-character idioms, idiomatic expressions, etc.). They will also 

increase their knowledge of Japanese language, culture, and society by touching on various issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

就職試験の国語分野，常識分野の試験問題を数多く解き，それについての説明を受けることで，日本の就職試験の傾向を知る

と同時に，対応スキルを身につける。 

就職試験問題を数多く知るために，毎回，たくさんの問題に取り組む。効率的に授業をすすめるために，宿題としても試験問題を

課し，授業中は解説や質問対応などにより多く時間を割く。個々の試験問題についての解説なども行うが，主として参加者が積

極的に与えられた問題に数多く取り組み，それを通して就職試験について「知ろう」とする姿勢が必要である。 

 

Students will gain an understanding of the intricacies of employment examinations in Japan while also gaining the skills to 

handle them by receiving explanations and answering numerous exam questions in the fields of language and common knowledge 

for employment examinations. 

 

To learn as many employment exam questions as possible, each class will have students tackle a number of questions. To 

promote efficient use of class time, exam questions will also be given as homework, allowing more time to be spent on 

explanations and answering questions. Though explanations are given for individual exam questions, it is necessary for students 

to actively work on a number of questions and “get to know” the employment examination. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，留学生の就職について 

2. 同意語，反意語，同音異義語 

3. ことわざ，慣用句，故事成語 

4. ２語の関係，漢字書き取り 

5. 難読漢字，間違えやすい漢字，漢字選択，複数の意味 

6. 部首，仮名遣い，名言・名句，和歌，俳句 

7. 四字熟語 

8. 敬語，文法，手紙文 

9. 文学作品 

10. 短文，中文読解 

11. 文章並び替え 

12. 長文読解 

13. 模擬問題 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要な準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/提出物，授業内課題（小テスト，模擬問題を含む）(40%)/期末テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。必要なものは適宜配付する。 
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参考文献（Readings） 

指定しない。授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期開始後に内容やスケジュールについて調整する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FO733 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ビジネスのための口頭運用力Ａ 

(Business Japanese: Listening and Discussion A) 

担当者名 

（Instructor） 
小森 由里(KOMORI YURI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員１８名 

※外国人留学生入試による入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語の談話の特徴について理解を深めるとともに、敬語や待遇表現など、日本企業で働く際に必要となる口頭運用力を身に

つける。 

 

Students will gain a deeper understanding of the characteristics of Japanese discourse and acquire the verbal skills, such as 

honorifics and attitudinal expressions, necessary to work at a Japanese company. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ビジネス場面で必要とされる構文または談話レベルの口頭運用力―敬語や待遇表現―について,電話応対,依頼など実際の場面

を設定して実践的に学び,それが使えるように練習する。 

 

Students will develop the syntax and discourse-level verbal skills required in business situations, such as honorifics and 

attitudinal expressions, learning about and practicing them through actual scenes including answering the telephone, taking 

requests, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要、紹介 

2. 会議①提案・申し出 

3. 会議②説明 

4. 会議③賛成・反対 

5. 会議④質疑応答 

6. RPテスト 

7. 電話応対① 

8. 電話応対② 

9. RPテスト 

10. 商談①指示 

11. 商談②訪問 

12. 商談③依頼・断り 

13. 商談④お詫び（クレーム処理） 

14. 聴解テスト、RPテスト、振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で周知する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/授業内課題(40%)/テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 瀬川由美他、2008、『人を動かす！ 実戦ビジネス日本語会話 上級』、スリーエーネットワーク (ISBN:978-4883194704) 

2. 宮崎道子他、2009、『にほんごで働く！ ビジネス日本語 30時間』、スリーエーネットワーク (ISBN:978-4883194902) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始後にスケジュールや内容を調整する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FO734 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ビジネスのための口頭運用力Ａ 

(Business Japanese: Listening and Discussion A) 

担当者名 

（Instructor） 

小松満帆（KOMATSU MAHO) 

【2020 年 8 月 24 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前）イム ジェヒ(YIM JAEHEE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員１８名 

※外国人留学生入試による入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語の談話の特徴について理解を深めるとともに、敬語や待遇表現など、日本企業で働く際に必要となる口頭運用力を身に

つける。 

 

Students will gain a deeper understanding of the characteristics of Japanese discourse and acquire the verbal skills, such as 

honorifics and attitudinal expressions, necessary to work at a Japanese company. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ビジネス場面で必要とされる構文または談話レベルの口頭運用力―敬語や待遇表現―について,電話応対,依頼など実際の場面

を設定して実践的に学び,それが使えるように練習する。 

 

Students will develop the syntax and discourse-level verbal skills required in business situations, such as honorifics and 

attitudinal expressions, learning about and practicing them through actual scenes including answering the telephone, taking 

requests, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要、紹介 

2. 会議①提案・申し出 

3. 会議②説明 

4. 会議③賛成・反対 

5. 会議④質疑応答 

6. RPテスト 

7. 電話応対① 

8. 電話応対② 

9. RPテスト 

10. 商談①指示 

11. 商談②訪問 

12. 商談③依頼・断り 

13. 商談④お詫び（クレーム処理） 

14. 聴解テスト、RPテスト、振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で周知する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/授業内課題(40%)/テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 瀬川由美他、2008、『人を動かす！ 実戦ビジネス日本語会話 上級』、スリーエーネットワーク (ISBN:978-4883194704) 

2. 宮崎道子他、2009、『にほんごで働く！ ビジネス日本語 30時間』、スリーエーネットワーク (ISBN:978-4883194902) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始後にスケジュールや内容を調整する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FO736 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ビジネスのための口頭運用力Ｂ 

(Business Japanese: Listening and Discussion B) 

担当者名 

（Instructor） 
平山 紫帆(HIRAYAMA SHIHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員１８名 

※外国人留学生入試による入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネスで必要とされる談話レベルの日本語力を，ソリューション・デザイン型活動を通して身につけ，より高度なビジネス日本語

運用能力の獲得を目指すとともに，日本でのビジネスの進め方への理解を深める。 

 

Students will develop more advanced business Japanese language skills by acquiring the discourse-level Japanese language 

skills required in business through solution design-type activities, deepening their understanding of how to proceed with 

business in Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

意思決定と問題解決のための課題をソリューション・デザイン型活動で行い,その過程の中で,ビジネス場面で必要とされるプレゼ

ンテーションの仕方や交渉の技術などのスキルアップを目指す。 

 

Decision-making and problem-solving tasks are carried out through solution design-type activities, and during the process, 

students will improve skills such as presentation methods and negotiation techniques, which are required in business situations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要，ソリューション・デザイン型活動とは 

2. プレセッション 

3. テーマ 1 事前活動 

4. テーマ 1 ソリューション・デザイン型活動① 

5. テーマ 1 ソリューション・デザイン型活動② 

6. テーマ 1 ソリューション・デザイン型活動③ 

7. テーマ 1 成果発表 

8. テーマ 1 振り返り 

9. テーマ 2 事前活動 

10. テーマ 2 ソリューション・デザイン型活動① 

11. テーマ 2 ソリューション・デザイン型活動② 

12. テーマ 2 ソリューション・デザイン型活動③ 

13. テーマ 2 成果発表 

14. テーマ 2 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で周知する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(10%)/授業内課題(50%)/成果発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始後にスケジュールや内容を調整する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FO738 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ビジネスメールと文書 

(Business Japanese: Reading and Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
谷 啓子(TANI KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNJ3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員２５名 

※外国人留学生入試による入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語の書き言葉によるコミュニケーションについての理解を深めながら、ビジネスメール、報告書、依頼状などの様々なビジネ

ス文書の読み方、書き方について学び，使えるようになる。 

 

Students will learn how to read and write various business documents, such as business mail, reports, and request forms, while 

deepening their understanding of written communication in Japanese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本で就職したり，日系企業で働いたりする際に必要となるビジネス文書の読解や作成について，具体例を挙げながら実践的に

学び，実際にビジネス文書が読め，作れるところまで練習する。 

ビジネス場面で使われる様々な文書（報告書，提案書，依頼書など）の実例を使い，形式や語彙，文型などについて学ぶ。さら

に，参加者自らがビジネス文書を作成し，学んだ語彙や文型などを使えるようになるまで繰り返し練習する。 

実際の文書だけでなく，ビジネスでメールを使う際の形式やルール，マナーについても学び，様々な場面を設定して実際にメール

作成を行う。 

 

Students will learn how to read and write the practical business documents required for employment in a Japanese company 

through concrete examples and practice. 

 

Using actual examples of various documents (reports, proposals, requests, etc.) used in business, they learn about forms, 

vocabulary, sentence patterns, etc. Students will create their own business documents and practice repeatedly until they can 

use the vocabulary and patterns they have learned. 

 

Through various practice scenarios, students learn about not only the actual documents but also the format, rules, and manners 

used in business mail.  

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，自己紹介，ビジネスメール・ビジネス文書の基本① 

2. ビジネスメール・ビジネス文書の基本② 

3. お知らせ（社内） 

4. お知らせ（社外） 

5. お知らせ（社外） 

6. 送付依頼・発注 

7. 納期延長依頼・通知，在庫照会 

8. 照会（商品未着/数量不足）・クレーム，お詫び 

9. 社内会議 

10. 講演依頼 

11. 稟議書 

12. 報告書 

13. 紹介依頼 

14. 出張報告，振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要な準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/授業や宿題などで作成する文書・メール(50%)/最終課題として提出する文書・メール(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。必要なものは授業で配付する。 
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参考文献（Readings） 

1. 山辺真理子ほか、2014、『タスクで学ぶ日本語ビジネスメールとビジネス文書』、スリーエーネットワーク (ISBN:978-4-88319-

699-9) 

必要なものは授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始後にスケジュールや内容を調整する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FP111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ロシア語基礎１ 

(Basic Russian 1) 

担当者名 

（Instructor） 
久野 康彦(KYUNO YASUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNR1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初めてロシア語を学ぶ学生が対象。アルファベットから始め，基礎文法と基本単語(300 語)を身につけることが目標。 

 

This is intended for students who study Russian for the first time. The goal is to start with the alphabet and acquire basic 

grammar and 300 basic words.  

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，(1)文法解説，(2)練習問題の解答と解説，(3)新出単語と本文確認，(4)本文の発音練習という流れで進めてい

く。また視聴覚資料によってロシア文化を紹介しつつ，多面的な文化理解もめざす。学期末に一度，ネイティヴ・スピーカーを招

き，実力を試す機会とする。 

 

Along with the textbook, proceed with the following, (1) grammar explanation, (2) answers and explanations of practice 

questions, (3) check new words and the reading, and (4) practice the pronunciation of the reading. Also, the aim is to understand 

the multifaceted cultural aspects while introducing Russian culture with audiovisual materials. At the end of the semester, invite 

a native speaker for the opportunity to test one’s skills.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音／アルファベット 

2. 文字と発音／アクセント，発音練習 

3. 第 1 課／「ＡはＢです」，名前の尋ね方と答え方 

4. 第 2 課／人称代名詞，第 1 変化動詞 

5. 第 2 課／疑問文・否定文の作り方，名前と愛称 

6. 第 3 課／名詞の性，疑問詞と所有代名詞 

7. 第 3 課／形容詞の変化(1)，指示代名詞 

8. 第 4 課／名詞の複数形，形容詞変化(2)，前置格 

9. 第 5 課／第 2 変化動詞，対格，形容詞変化(3) 

10. 第 6 課／生格と所有の表現 

11. ネイティヴ・スピーカーのゲスト授業 

12. 第 7 課／動詞の過去形，形容詞の短語尾形 

13. 春学期の復習 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文字と発音を終わらせ、文法の学習に入ると、小まめに文法の重要事項と語彙の小テストを行うため、次の授業までにその準備

が必要。また各課の練習問題は宿題とし、次回の授業で答え合わせと解説を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(40%)/宿題・小テストなど授業内の課題遂行状況(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 古賀義顕・鴻野わか菜、2016年、『ロシア語の教科書 第 2 版』、ナウカ出版 (ISBN:978-4-904059-41-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 寺田吉孝、2012 年、『三訂版 入門者および初級者のためのロシア語文法ハンドブック』、アーバンプロ出版センター 

(ISBN:978-4-899812-22-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回の授業内容，宿題，小テスト予告，出席状況などを Blackboardに掲載するので参照すること。 
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注意事項（Notice） 
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■FP211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ロシア語基礎２ 

(Basic Russian 2) 

担当者名 

（Instructor） 
久野 康彦(KYUNO YASUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNR1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ロシア語基礎 1」修了レベルを前提とする。「ロシア語基礎 1」に続いて，基礎文法と基本単語(700 語)を身につけ，平易なロシア

語の文章なら辞書を用いて読み取れるレベルに達することが目標。 

 

It is a prerequisite to complete the “Basic Russian 1” level. Continuing from “Basic Russian 1,” the goal is to acquire basic 

grammar and 700 basic words, and to reach a level where simple Russian sentences can be read using a dictionary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「ロシア語基礎 1」と同様に，教科書に沿って， (1)文法解説，(2)練習問題の解答と解説，(3)新出単語と本文確認，(4)本文の発

音練習という流れで進めていく。また視聴覚資料によってロシア文化を紹介しつつ，多面的な文化理解もめざす。学期末に一度，

ネイティヴ・スピーカーを招き，実力を試す機会とする。 

 

Similar to the process of “Basic Russian 1,” along with the textbook, proceed with the following, (1) grammar explanation, (2) 

answers and explanations of practice questions, (3) check new words and the reading, and (4) practice the pronunciation of the 

reading. Also, the aim is to understand the multifaceted cultural aspects while introducing Russian culture with audiovisual 

materials. At the end of the semester, invite a native speaker for the opportunity to test one’s skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期の復習，筆記体の練習 第 8 課／与格 

2. 第 8 課／不定代名詞，助動詞，無人称述語 

3. 第 9 課／動詞の未来形，無人称文 

4. 第 10 課／命令形，否定生格 

5. 第 11 課／造格 

6. 第 11 課／定動詞・不定動詞(1) 

7. 第 12 課／定動詞・不定動詞(2)，完了･不完了体 

8. 第 13 課／関係代名詞 

9. 第 13 課／形容詞・副詞の比較級 

10. 第 14 課／個数詞，年齢，値段，時刻の表現方法 

11. ネイティヴ・スピーカーのゲスト授業 

12. 秋学期の復習(1) 

13. 秋学期の復習(2) 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

小まめに文法の重要事項と語彙の小テストを行うため、次の授業までにその準備が必要。また各課の練習問題は宿題とし、次回

の授業で答え合わせと解説を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(40%)/宿題・小テストなど授業内の課題遂行状況(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 古賀義顕・鴻野わか菜、2016年、『ロシア語の教科書 第 2 版』、ナウカ出版 (ISBN:978-4-904059-41-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 寺田吉孝、2012 年、『三訂版 入門者および初級者のためのロシア語文法ハンドブック』、アーバンプロ出版センター 

(ISBN:9784-89981-222-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回の授業内容，宿題，小テスト予告，出席状況などを Blackboardに掲載するので参照すること。 
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注意事項（Notice） 
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■FP311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ロシア語３Ａ１ 

(Russian 3A1) 

担当者名 

（Instructor） 
久野 康彦(KYUNO YASUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNR2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

前年度にロシア語の基礎文法を１年間学んだ学生が対象。「ロシア語基礎１」，「ロシア語基礎２」修了レベルを前提とする。基礎

文法の再確認と，より深い理解と応用力の養成が目標。 

 

This is intended for students who, in the previous year, have studied basic grammar in Russian for one year. It is a prerequisite 

to complete the “Basic Russian 1” and “Basic Russian 2” levels. The goal is to review, develop deeper understanding and 

application of basic grammar. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って 1～13 課の内容を再確認したのち，各課の文法事項に関連した問題を解き進め，既習の文法事項・文章表現を

復習してゆくことで，ロシア語の基礎的な知識の定着と応用力を養成してゆく。 

 

To develop the establishment and application of basic Russian knowledge, follow along with the textbook and review the 

contents of lessons 1 to 13, solve the problems related to the grammatical items of each lesson, and review the grammatical 

items and sentence expressions already learned. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1 課／「Aは Bです」の表現 

2. 第 2 課／人称代名詞と第１変化動詞 

3. 第 3 課／名詞の性と形容詞等の性数変化 

4. 第 4 課／名詞の格：前置格 

5. 第 5 課／第２変化動詞と名詞の対格 

6. 第 6 課／名詞の生格とその関連表現 

7. 第 7 課／動詞の過去形と形容詞の短語尾形 

8. 第 8 課／名詞の与格 

9. 第 9 課／動詞の未来形と無人称文 

10. 第 10 課／命令形 

11. 第 11 課／名詞の造格，定動詞・不定動詞 

12. 第 12 課／完了体と不完了体 

13. 第 13 課／関係代名詞と形容詞の比較級･最上級 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の第 1～13 課に対応した復習問題（別途プリントにて配布）の答え合わせと解説が授業の中心なので、毎回予習としてそ

の復習問題を解き進めておくことが必須。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(40%)/宿題・小テストなど授業内の課題遂行状況(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 古賀義顕・鴻野わか菜、2016年、『ロシア語の教科書 第 2 版』、ナウカ出版 (ISBN:978-4-904059-41-8) 

ただし，すでに第 1 版を持っている学生は，新規に購入する必要なし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中澤英彦編、2015 年、『プログレッシブ ロシア語辞典』、小学館 (ISBN:9784095102719) 

2. 寺田吉孝、2012 年、『三訂版 入門者および初級者のためのロシア語文法ハンドブック』、アーバンプロ出版センター 

(ISBN:9784-89981-222-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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毎回の授業内容，宿題，小テスト予告，出席状況などを Blackboardに掲載するので参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■FP411 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ロシア語４Ａ１ 

(Russian 4A1) 

担当者名 

（Instructor） 
深澤 洋子(FUKASAWA YOUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNR2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代ロシアの日常生活を題材としたテキストを使って，１年で学んだ格変化、動詞の用法などの文法事項を復習し，ロシア語を読

み，話し，書く総合的な力を養う。 

 

To develop a comprehensive ability to read, speak and write Russian, use passages on contemporary Russian daily life while 

reviewing grammatical items such as declension and usage of verbs etc., learned in the first year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ユーモアのあるやさしいテキストを読み，その内容についてロシア語で問答したり、まとめたり、発展的な小作文を書いたりする練

習を通し，ロシア語の運用能力の向上をはかる。文法の練習問題、毎回の宿題，随時行う語彙等の小テストにより基礎力を鍛え

る。学期末に一度，ネイティヴスピーカーの授業を実施し，実力を試す機会とする。また、学習内容を総括、定着させるため、最終

テストを実施する。折にふれ音楽，映像等を紹介し，ロシア文化の知見を深める。 

 

Make advancement in one’s proficiency of Russian by using humorous easy passages. Practice reading them, use them as the 

basis for question and answer sessions and summarize them and write progressive essays in Russian. Train basic skills by doing 

grammar exercises, homework, and occasional vocabulary quizzes. At the end of the semester, a native speaker will conduct the 

class to provide the opportunity to test one’s skills. In addition, final tests will be conducted to summarize and establish the 

learning content. Deepen knowledge of Russian culture by occasionally introducing music and videos etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 運動の動詞 

2. 前置格の形と用法 

3. 形容詞の変化 

4. 数詞，生格の形と用法 

5. 数詞と名詞の結合 

6. 数詞を使った会話表現 

7. 対格の形と用法 

8. 動詞の完了体・不完了体，不定人称文 

9. 不定代名詞・否定代名詞 

10. 造格の形と用法 

11. ネイティヴ・スピーカーのゲスト授業 

12. 形容詞短語尾形，無人称文 

13. 仮定法，復習 

14. 筆記・口頭テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、宿題を出したり，小テストを予告したりするので、予習・復習が必須。その告知に、必要に応じて Blackboardを利用するの

で，参照すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/宿題・小テストなど授業内の課題遂行状況(30%)/最終テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 寺田吉孝、2008 年、『改訂版 入門者および初級者のためのロシア語文法ハンドブック』、アーバンプロ出版センター 

(ISBN:9784-89981-222-7) 

プリント教材。 

 

参考文献（Readings） 

1. 匹田剛、2016、『これならわかるロシア語文法』、NHK出版 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は解説、音読練習、質疑応答、ペアワーク、小テストなどを組み合わせて行い、配付資料や板書、適宜、映像資料も活用す

る。 

 

注意事項（Notice） 
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■FP421 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ロシア語４Ａ２ 

(Rtssian 4A2) 

担当者名 

（Instructor） 
深澤 洋子(FUKASAWA YOUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNR2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続きテキストに即して基礎的な文法事項を復習しつつ，さらに中級レベルの文法事項，語彙も習得し，より高度なロ

シア語の運用能力を身につける。 

 

After the Spring Semester review basic grammatical items in line with passages and acquire advanced proficiency in Russian 

language skills by learning intermediate level grammatical items and vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

引き続き，ウィットに富んだ現代ロシアの日常生活を題材としたテキストを学習し，宿題・小テスト等の課題をこなす中で，文法知

識の確実な定着と運用能力の向上をはかる。受講生の希望と学習レベルに応じて，文学作品や新聞・論説などの講読にも挑戦

する。学期末に一度，ネイティヴスピーカーの授業を予定し，実力を試す機会とする。学習のまとめとして、最終テストまたはレポ

ート課題の提出を行う。最新ニュース，音楽，映像等を通して，ロシア文化の多様な側面を知り理解を深める。 

 

Further, the aim is to improve the solidity of grammatical knowledge and proficiency by studying witty texts about the daily life 

in modern Russia, while doing assignments such as homework and tests. Depending on the student’s wishes and learning level, 

read literary works, newspapers and editorials. At the end of the semester, a class conducted by a native speaker will be 

planned providing the opportunity to test one’s skills. To summarize the learning, submit a final test or report assignment. 

Deepen knowledge and understanding of the various aspects of Russian culture through the latest news, music, videos, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 与格の形と用法 

2. 格の用法のまとめ 

3. 名詞の軟変化，複数変化 

4. 所有代名詞・形容詞・名詞の格変化・総仕上げ 

5. 順序数詞，日付の表現 

6. 人称代名詞の格変化・復習 

7. 動詞の完了体・不完了体 

8. 接頭辞のついた運動の動詞 

9. 関係代名詞 

10. 形動詞，副動詞 

11. ネイティヴ・ゲスト授業 

12. テキスト講読 

13. テキスト講読 

14. まとめ、最終テスト他 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、宿題を出したり，テストを予告したりするので、予習・復習が必須。その内容を必要に応じて Blackboard に掲載するので，

参照すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/宿題・小テストなど授業内の課題遂行状況(30%)/最終テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 寺田吉孝、2008 年、『改訂版 入門者および初級者のためのロシア語文法ハンドブック』、アーバンプロ出版センター 

(ISBN:9784-89981-222-7) 

プリント教材 

 

参考文献（Readings） 

1. 匹田剛、2016、『これならわかるロシア語文法』、NHK出版 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は解説、音読練習、質疑応答、ペアワーク、小テストなどを組み合わせて行い、配付資料や板書、適宜、映像資料も活用す

る。 

 

注意事項（Notice） 
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■FP461 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ロシア語４Ａ２ 

(Rtssian 4A2) 

担当者名 

（Instructor） 
深澤 洋子(FUKASAWA YOUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNR2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代ロシアの日常生活を題材としたテキストを使って，１年で学んだ格変化、動詞の用法などの文法事項を復習し，ロシア語を読

み，話し，書く総合的な力を養う。 

 

To develop a comprehensive ability to read, speak and write Russian, use passages on contemporary Russian daily life while 

reviewing grammatical items such as declension and usage of verbs etc., learned in the first year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ユーモアのあるやさしいテキストを読み，その内容についてロシア語で問答したり、まとめたり、発展的な小作文を書いたりする練

習を通し，ロシア語の運用能力の向上をはかる。文法の練習問題、毎回の宿題，随時行う語彙等の小テストにより基礎力を鍛え

る。学期末に一度，ネイティヴスピーカーの授業を実施し，実力を試す機会とする。また、学習内容を総括、定着させるため、最終

テストを実施する。折にふれ音楽，映像等を紹介し，ロシア文化の知見を深める。 

 

Make advancement in one’s proficiency of Russian by using humorous easy passages. Practice reading them, use them as the 

basis for question and answer sessions and summarize them and write progressive essays in Russian. Train basic skills by doing 

grammar exercises, homework, and occasional vocabulary quizzes. At the end of the semester, a native speaker will conduct the 

class to provide the opportunity to test one’s skills. In addition, final tests will be conducted to summarize and establish the 

learning content. Deepen knowledge of Russian culture by occasionally introducing music and videos etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 運動の動詞 

2. 前置格の形と用法 

3. 形容詞の変化 

4. 数詞，生格の形と用法 

5. 数詞と名詞の結合 

6. 数詞を使った会話表現 

7. 対格の形と用法 

8. 動詞の完了体・不完了体，不定人称文 

9. 不定代名詞・否定代名詞 

10. 造格の形と用法 

11. ネイティヴ・スピーカーのゲスト授業 

12. 形容詞短語尾形，無人称文 

13. 仮定法，復習 

14. 筆記・口頭テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、宿題を出したり，小テストを予告したりするので、予習・復習が必須。その告知に、必要に応じて Blackboardを利用するの

で，参照すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/宿題・小テストなど授業内の課題遂行状況(30%)/最終テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 寺田吉孝、2008 年、『改訂版 入門者および初級者のためのロシア語文法ハンドブック』、アーバンプロ出版センター 

(ISBN:9784-89981-222-7) 

プリント教材。 

 

参考文献（Readings） 

1. 匹田剛、2016、『これならわかるロシア語文法』、NHK出版 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は解説、音読練習、質疑応答、ペアワーク、小テストなどを組み合わせて行い、配付資料や板書、適宜、映像資料も活用す

る。 

 

注意事項（Notice） 
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■FP471 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ロシア語４Ａ１ 

(Russian 4A1) 

担当者名 

（Instructor） 
深澤 洋子(FUKASAWA YOUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNR2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続きテキストに即して基礎的な文法事項を復習しつつ，さらに中級レベルの文法事項，語彙も習得し，より高度なロ

シア語の運用能力を身につける。 

 

After the Spring Semester review basic grammatical items in line with passages and acquire advanced proficiency in Russian 

language skills by learning intermediate level grammatical items and vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

引き続き，ウィットに富んだ現代ロシアの日常生活を題材としたテキストを学習し，宿題・小テスト等の課題をこなす中で，文法知

識の確実な定着と運用能力の向上をはかる。受講生の希望と学習レベルに応じて，文学作品や新聞・論説などの講読にも挑戦

する。学期末に一度，ネイティヴスピーカーの授業を予定し，実力を試す機会とする。学習のまとめとして、最終テストまたはレポ

ート課題の提出を行う。最新ニュース，音楽，映像等を通して，ロシア文化の多様な側面を知り理解を深める。 

 

Further, the aim is to improve the solidity of grammatical knowledge and proficiency by studying witty texts about the daily life 

in modern Russia, while doing assignments such as homework and tests. Depending on the student’s wishes and learning level, 

read literary works, newspapers and editorials. At the end of the semester, a class conducted by a native speaker will be 

planned providing the opportunity to test one’s skills. To summarize the learning, submit a final test or report assignment. 

Deepen knowledge and understanding of the various aspects of Russian culture through the latest news, music, videos, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 与格の形と用法 

2. 格の用法のまとめ 

3. 名詞の軟変化，複数変化 

4. 所有代名詞・形容詞・名詞の格変化・総仕上げ 

5. 順序数詞，日付の表現 

6. 人称代名詞の格変化・復習 

7. 動詞の完了体・不完了体 

8. 接頭辞のついた運動の動詞 

9. 関係代名詞 

10. 形動詞，副動詞 

11. ネイティヴ・ゲスト授業 

12. テキスト講読 

13. テキスト講読 

14. まとめ、最終テスト他 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、宿題を出したり，テストを予告したりするので、予習・復習が必須。その内容を必要に応じて Blackboard に掲載するので，

参照すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/宿題・小テストなど授業内の課題遂行状況(30%)/最終テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 寺田吉孝、2008 年、『改訂版 入門者および初級者のためのロシア語文法ハンドブック』、アーバンプロ出版センター 

(ISBN:9784-89981-222-7) 

プリント教材 

 

参考文献（Readings） 

1. 匹田剛、2016、『これならわかるロシア語文法』、NHK出版 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は解説、音読練習、質疑応答、ペアワーク、小テストなどを組み合わせて行い、配付資料や板書、適宜、映像資料も活用す

る。 

 

注意事項（Notice） 
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■FP511 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ロシア語３Ａ２ 

(Russian 3A2) 

担当者名 

（Instructor） 
久野 康彦(KYUNO YASUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNR2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ロシア語 3A1」修了レベルを前提とする。「ロシア語 3A1」に続いて，文法と語彙の基礎習得が目標。辞書さえあれば，どんなロ

シア語の文章も独力で読み取れるレベルへの到達をめざす。 

 

It is a prerequisite to complete “Russian 3A1” level. Continuing from “Russian 3A1,” the goal is to acquire basic grammar and 

vocabulary. The aim is to reach a level where any Russian sentences can be read with the help of a dictionary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書を 14 課から 20 課まで終える予定。各課の内容を確認したのち，文法事項に関連した問題を解き進める形で学ぶ。20 課

まで終えればロシア語の初等文法は一通り終わりであり，後は各自の関心に応じ読む・書く・聞く等の練習を行い，ロシア語の総

合的な力を養成してゆく。 

 

The plan is to finish the textbook from lessons 14 to 20. After reviewing the contents of each section learn grammatical items 

through solving problems. Elementary grammar in Russian will be completed after finishing the 20th lesson. To train the 

comprehensive ability of Russian, students will practice reading, writing, listening, etc., according to their own interests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 14 課／数詞の様々な用法 

2. 第 15 課／不定人称文と仮定法 

3. 第 16 課／関係副詞・関係代名詞 

4. 第 16 課／時の表現 

5. 第 17 課／一般２人称・無人称動詞 

6. 第 17 課／「運ぶ」の意の定動詞・不定動詞 

7. 第 18 課／副動詞 

8. 第 18 課／形動詞現在 

9. 第 19 課／時刻の表現 

10. 第 19 課／状態動詞と動作動詞 

11. 第 20 課／受動形動詞過去 

12. 第 20 課／能動形動詞過去 

13. 秋学期の復習 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の第 14～20 課に対応した復習問題（別途プリントにて配布）の答え合わせと解説が授業の中心なので、毎回予習として

その復習問題を解き進めておくことが必須。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(40%)/宿題・小テストなど授業内の課題遂行状況(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 古賀義顕・鴻野わか菜、2016年、『ロシア語の教科書 第 2 版』、ナウカ出版 (ISBN:978-4-904059-41-8) 

ただし，すでに第 1 版を持っている学生は，新規に購入する必要なし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中澤英彦編、2015 年、『プログレッシブ ロシア語辞典』、小学館 (ISBN:9784095102719) 

2. 寺田吉孝、2012 年、『三訂版 入門者および初級者のためのロシア語文法ハンドブック』、アーバンプロ出版センター 

(ISBN:9784-89981-222-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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毎回の授業内容，宿題，小テスト予告，出席状況などを Blackboardに掲載するので参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■FP611 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ロシア語３Ａ２ 

(Russian 3A2) 

担当者名 

（Instructor） 
久野 康彦(KYUNO YASUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNR2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

前年度にロシア語の基礎文法を１年間学んだ学生が対象。「ロシア語基礎１」，「ロシア語基礎２」修了レベルを前提とする。基礎

文法の再確認と，より深い理解と応用力の養成が目標。 

 

This is intended for students who, in the previous year, have studied basic grammar in Russian for one year. It is a prerequisite 

to complete the “Basic Russian 1” and “Basic Russian 2” levels. The goal is to review, develop deeper understanding and 

application of basic grammar. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って 1～13 課の内容を再確認したのち，各課の文法事項に関連した問題を解き進め，既習の文法事項・文章表現を

復習してゆくことで，ロシア語の基礎的な知識の定着と応用力を養成してゆく。 

 

To develop the establishment and application of basic Russian knowledge, follow along with the textbook and review the 

contents of lessons 1 to 13, solve the problems related to the grammatical items of each lesson, and review the grammatical 

items and sentence expressions already learned. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1 課／「Aは Bです」の表現 

2. 第 2 課／人称代名詞と第１変化動詞 

3. 第 3 課／名詞の性と形容詞等の性数変化 

4. 第 4 課／名詞の格：前置格 

5. 第 5 課／第２変化動詞と名詞の対格 

6. 第 6 課／名詞の生格とその関連表現 

7. 第 7 課／動詞の過去形と形容詞の短語尾形 

8. 第 8 課／名詞の与格 

9. 第 9 課／動詞の未来形と無人称文 

10. 第 10 課／命令形 

11. 第 11 課／名詞の造格，定動詞・不定動詞 

12. 第 12 課／完了体と不完了体 

13. 第 13 課／関係代名詞と形容詞の比較級･最上級 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の第 1～13 課に対応した復習問題（別途プリントにて配布）の答え合わせと解説が授業の中心なので、毎回予習としてそ

の復習問題を解き進めておくことが必須。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(40%)/宿題・小テストなど授業内の課題遂行状況(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 古賀義顕・鴻野わか菜、2016年、『ロシア語の教科書 第 2 版』、ナウカ出版 (ISBN:978-4-904059-41-8) 

ただし，すでに第 1 版を持っている学生は，新規に購入する必要なし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中澤英彦編、2015 年、『プログレッシブ ロシア語辞典』、小学館 (ISBN:9784095102719) 

2. 寺田吉孝、2012 年、『三訂版 入門者および初級者のためのロシア語文法ハンドブック』、アーバンプロ出版センター 

(ISBN:9784-89981-222-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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毎回の授業内容，宿題，小テスト予告，出席状況などを Blackboardに掲載するので参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■FP761 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ロシア語入門 

(Beginner's Russian) 

担当者名 

（Instructor） 
久野 康彦(KYUNO YASUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNR1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員８名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初めてロシア語を学ぶ学生が対象。アルファベットから始め，基礎文法と基本単語(300 語)を身につけることが目標。 

 

This is intended for students who study Russian for the first time. The goal is to start with the alphabet and acquire basic 

grammar and 300 basic words.  

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，(1)文法解説，(2)練習問題の解答と解説，(3)新出単語と本文確認，(4)本文の発音練習という流れで進めてい

く。また視聴覚資料によってロシア文化を紹介しつつ，多面的な文化理解もめざす。学期末に一度，ネイティヴ・スピーカーを招

き，実力を試す機会とする。 

 

Along with the textbook, proceed with the following, (1) grammar explanation, (2) answers and explanations of practice 

questions, (3) check new words and the reading, and (4) practice the pronunciation of the reading. Also, the aim is to understand 

the multifaceted cultural aspects while introducing Russian culture with audiovisual materials. At the end of the semester, invite 

a native speaker for the opportunity to test one’s skills.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音／アルファベット 

2. 文字と発音／アクセント，発音練習 

3. 第 1 課／「ＡはＢです」，名前の尋ね方と答え方 

4. 第 2 課／人称代名詞，第 1 変化動詞 

5. 第 2 課／疑問文・否定文の作り方，名前と愛称 

6. 第 3 課／名詞の性，疑問詞と所有代名詞 

7. 第 3 課／形容詞の変化(1)，指示代名詞 

8. 第 4 課／名詞の複数形，形容詞変化(2)，前置格 

9. 第 5 課／第 2 変化動詞，対格，形容詞変化(3) 

10. 第 6 課／生格と所有の表現 

11. ネイティヴ・スピーカーのゲスト授業 

12. 第 7 課／動詞の過去形，形容詞の短語尾形 

13. 春学期の復習 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文字と発音を終わらせ、文法の学習に入ると、小まめに文法の重要事項と語彙の小テストを行うため、次の授業までにその準備

が必要。また各課の練習問題は宿題とし、次回の授業で答え合わせと解説を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(40%)/宿題・小テストなど授業内の課題遂行状況(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 古賀義顕・鴻野わか菜、2016年、『ロシア語の教科書 第 2 版』、ナウカ出版 (ISBN:978-4-904059-41-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 寺田吉孝、2012 年、『三訂版 入門者および初級者のためのロシア語文法ハンドブック』、アーバンプロ出版センター 

(ISBN:978-4-899812-22-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回の授業内容，宿題，小テスト予告，出席状況などを Blackboardに掲載するので参照すること。 
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注意事項（Notice） 
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■FP766 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ロシア語初級 

(Elementary Russian) 

担当者名 

（Instructor） 
久野 康彦(KYUNO YASUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNR1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員８名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ロシア語基礎 1」修了レベルを前提とする。「ロシア語基礎 1」に続いて，基礎文法と基本単語(700 語)を身につけ，平易なロシア

語の文章なら辞書を用いて読み取れるレベルに達することが目標。 

 

It is a prerequisite to complete the “Basic Russian 1” level. Continuing from “Basic Russian 1,” the goal is to acquire basic 

grammar and 700 basic words, and to reach a level where simple Russian sentences can be read using a dictionary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「ロシア語基礎 1」と同様に，教科書に沿って， (1)文法解説，(2)練習問題の解答と解説，(3)新出単語と本文確認，(4)本文の発

音練習という流れで進めていく。また視聴覚資料によってロシア文化を紹介しつつ，多面的な文化理解もめざす。学期末に一度，

ネイティヴ・スピーカーを招き，実力を試す機会とする。 

 

Similar to the process of “Basic Russian 1,” along with the textbook, proceed with the following, (1) grammar explanation, (2) 

answers and explanations of practice questions, (3) check new words and the reading, and (4) practice the pronunciation of the 

reading. Also, the aim is to understand the multifaceted cultural aspects while introducing Russian culture with audiovisual 

materials. At the end of the semester, invite a native speaker for the opportunity to test one’s skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期の復習，筆記体の練習 第 8 課／与格 

2. 第 8 課／不定代名詞，助動詞，無人称述語 

3. 第 9 課／動詞の未来形，無人称文 

4. 第 10 課／命令形，否定生格 

5. 第 11 課／造格 

6. 第 11 課／定動詞・不定動詞(1) 

7. 第 12 課／定動詞・不定動詞(2)，完了･不完了体 

8. 第 13 課／関係代名詞 

9. 第 13 課／形容詞・副詞の比較級 

10. 第 14 課／個数詞，年齢，値段，時刻の表現方法 

11. ネイティヴ・スピーカーのゲスト授業 

12. 秋学期の復習(1) 

13. 秋学期の復習(2) 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

小まめに文法の重要事項と語彙の小テストを行うため、次の授業までにその準備が必要。また各課の練習問題は宿題とし、次回

の授業で答え合わせと解説を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(40%)/宿題・小テストなど授業内の課題遂行状況(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 古賀義顕・鴻野わか菜、2016年、『ロシア語の教科書 第 2 版』、ナウカ出版 (ISBN:978-4-904059-41-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 寺田吉孝、2012 年、『三訂版 入門者および初級者のためのロシア語文法ハンドブック』、アーバンプロ出版センター 

(ISBN:9784-89981-222-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回の授業内容，宿題，小テスト予告，出席状況などを Blackboardに掲載するので参照すること。 
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注意事項（Notice） 
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■FP787 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ロシア語セミナー１ 

(Advanced Russian 1) 

担当者名 

（Instructor） 
三神 エレーナ(MIKAMI ELENA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNR2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員３０名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

当講座の主な目標は、ロシア語を使ってスムーズなコミュニケーションができるようになることです。そのために今まで得た文法知

識を活かしロシア語発話能力及び聞き取り能力を伸ばすこと、実際の会話に使えるロシア語のボキャブラリーや表現できる幅を

広くすることを目指します。また、現代ロシアの日常生活や文化に対する理解を深める。 

 

The purpose of this course is to enable students to develop their Russian language ability in everyday communication.  

Students are expected to develop a practical understanding of Russian grammar, and greatly improve their Russian listening and 

conversation skills. Students are also expected to deepen their understanding of the daily life and culture of modern Russia.  

 

授業の内容（Course Contents） 

ロシア語でコミュニケーションを円滑に行えるようになるためにこの授業では様々な練習を通じて実践的な会話力を徐々に身につ

けていくことに力を入れていきます。学んだことを定着させ、活用できるようにするために、異文化コミュニケーションの中で起こる

様々なシチュエーションを想定した会話練習、ロールプレイ、逐語通訳練習なども積極的に授業に取り入れていきます。発音やイ

ントネーションも重視する。 

 

This course focuses on improving communication skills in Russian, and students are expected to be involved in various 

conversational, listening, and interpretation practices in Russian language. This course deals with situations that often occur in 

intercultural communication. It also enhances the development of students’ skill in Russian pronunciation and intonation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介エチケット、ロシア人の名前   会話・リスニング練習 

2. 出身の国、外国語、外国人-1   会話・リスニング練習 

3. 出身の国、外国語、外国人-2   会話・リスニング練習   

4. 家族、職業、人の性格-1   会話・リスニング練習 

5. 家族、職業、人の性格-2   会話・リスニング練習 

6. 私の一日-1、 完了・不完了動詞使い分け   会話・リスニング練習 

7. 私の一日-2、時間表現   会話・リスニング練習 

8. 学生の一日-1、学習動詞の使い分け   会話・リスニング練習 

9. 学生の一日-2、学習動詞その２   会話・リスニング練習 

10. 町の中の移動-1 移動動詞   会話・リスニング練習 

11. 町の中の移動-2 接頭辞移動動詞   会話・リスニング練習 

12. 東京オリンピックに向けて： ロシア人観光客に対応-1   会話・リスニング練習 

13. 東京オリンピックに向けて： ロシア人観光客に対応-2   会話・リスニング練習 

14. 春学期のまとめ、復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

新出単語の復習、リスニングの宿題 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

宿題・小テスト(50%)/出席、授業への取り組み(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業ごとにプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内容は、履修者のニーズやロシア語の実際能力に応じて多少変更することができます。 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 798 - 

■FP788 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ロシア語セミナー２ 

(Advanced Russian 2) 

担当者名 

（Instructor） 
三神 エレーナ(MIKAMI ELENA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNR2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員３０名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

当講座の主な目標は、ロシア語を使ってスムーズなコミュニケーションができるようになることです。そのために今まで得た文法知

識を活かしロシア語発話能力及び聞き取り能力を伸ばすこと、実際の会話に使えるロシア語のボキャブラリーや表現できる幅を

広くすることを目指します。また、現代ロシアの日常生活や文化に対する理解を深める。  

 

The main objective of the course is to enable students to develop their Russian language ability in everyday communication. 

Students are expected to develop a practical understanding of Russian grammar and widely improve their Russian listening and 

conversation skills. Students are also expected to deepen their understanding of the daily life and culture of modern Russia.   

 

授業の内容（Course Contents） 

ロシア語でコミュニケーションを円滑に行えるようになるためにこの授業では様々な練習を通じて実践的な会話力を徐々に身につ

けていくことに力を入れていきます。学んだことを定着させ、活用できるようにするために、異文化コミュニケーションの中で起こる

様々なシチュエーションを想定した会話練習、ロールプレイ、逐語通訳練習なども積極的に授業に取り入れていきます。発音やイ

ントネーションも重視する。  

 

This course focuses on improving communication skills in Russian, and students are expected to be involved in various 

conversational, listening, and interpretation practices in Russian language. This course deals with the situations that often occur 

in intercultural communication. It also enhances the development of students’ skill in Russian pronunciation and intonation.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期の復習   会話・リスニング練習 

2. 天気の話   会話・リスニング練習 

3. ロシアの気候   会話・リスニング練習 

4. 風邪をひいたら-1   会話・リスニング練習 

5. 風邪をひいたら-2   会話・リスニング練習 

6. 病院-1   会話・リスニング練習 

7. 病院-2   会話・リスニング練習 

8. ロシア料理、お食事-1    会話・リスニング練習 

9. ロシア料理、お食事-2   会話・リスニング練習 

10. 大学の食堂   会話・リスニング練習 

11. レストランやカフェでの注文   会話・リスニング練習 

12. ロシアのお正月-1   会話・リスニング練習 

13. ロシアのお正月-2   会話・リスニング練習 

14. 秋学期のまとめ、復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

新出単語の復習、リスニングの宿題  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

宿題・小テスト(50%)/出席、授業への取り組み(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業ごとにプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内容は履修者のニーズやロシア語の実際能力に応じて多少変更することができます。 
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注意事項（Notice） 
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■FP789 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ロシア語セミナーＡ 

(Advanced Russian A) 

担当者名 

（Instructor） 
深澤 洋子(FUKASAWA YOUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNR2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

ロシア語初級レベルをある程度習得していることを前提とする 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代ロシアの日常生活を題材としたテキストを使って，１年で学んだ格変化、動詞の用法などの文法事項を復習し，ロシア語を読

み，話し，書く総合的な力を養う。 

 

To develop a comprehensive ability to read, speak and write Russian, use passages on contemporary Russian daily life while 

reviewing grammatical items such as declension and usage of verbs etc., learned in the first year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ユーモアのあるやさしいテキストを読み，その内容についてロシア語で問答したり、まとめたり、発展的な小作文を書いたりする練

習を通し，ロシア語の運用能力の向上をはかる。文法の練習問題、毎回の宿題，随時行う語彙等の小テストにより基礎力を鍛え

る。学期末に一度，ネイティヴスピーカーの授業を実施し，実力を試す機会とする。また、学習内容を総括、定着させるため、最終

テストを実施する。折にふれ音楽，映像等を紹介し，ロシア文化の知見を深める。 

 

Make advancement in one’s proficiency of Russian by using humorous easy passages. Practice reading them, use them as the 

basis for question and answer sessions and summarize them and write progressive essays in Russian. Train basic skills by doing 

grammar exercises, homework, and occasional vocabulary quizzes. At the end of the semester, a native speaker will conduct the 

class to provide the opportunity to test one’s skills. In addition, final tests will be conducted to summarize and establish the 

learning content. Deepen knowledge of Russian culture by occasionally introducing music and videos etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 運動の動詞 

2. 前置格の形と用法 

3. 形容詞の変化 

4. 数詞，生格の形と用法 

5. 数詞と名詞の結合 

6. 数詞を使った会話表現 

7. 対格の形と用法 

8. 動詞の完了体・不完了体，不定人称文 

9. 不定代名詞・否定代名詞 

10. 造格の形と用法 

11. ネイティヴ・スピーカーのゲスト授業 

12. 形容詞短語尾形，無人称文 

13. 仮定法，復習 

14. 筆記・口頭テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、宿題を出したり，小テストを予告したりするので、予習・復習が必須。その告知に、必要に応じて Blackboardを利用するの

で，参照すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/宿題・小テストなど授業内の課題遂行状況(30%)/最終テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 寺田吉孝、2008 年、『改訂版 入門者および初級者のためのロシア語文法ハンドブック』、アーバンプロ出版センター 

(ISBN:9784-89981-222-7) 

プリント教材。 

 

参考文献（Readings） 

1. 匹田剛、2016、『これならわかるロシア語文法』、NHK出版 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は解説、音読練習、質疑応答、ペアワーク、小テストなどを組み合わせて行い、配付資料や板書、適宜、映像資料も活用す

る。 

 

注意事項（Notice） 
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■FP790 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ロシア語セミナーＢ 

(Advanced Russian B) 

担当者名 

（Instructor） 
深澤 洋子(FUKASAWA YOUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNR2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

ロシア語初級レベルをほぼ程度習得していることを前提とする 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続きテキストに即して基礎的な文法事項を復習しつつ，さらに中級レベルの文法事項，語彙も習得し，より高度なロ

シア語の運用能力を身につける。 

 

After the Spring Semester review basic grammatical items in line with passages and acquire advanced proficiency in Russian 

language skills by learning intermediate level grammatical items and vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

引き続き，ウィットに富んだ現代ロシアの日常生活を題材としたテキストを学習し，宿題・小テスト等の課題をこなす中で，文法知

識の確実な定着と運用能力の向上をはかる。受講生の希望と学習レベルに応じて，文学作品や新聞・論説などの講読にも挑戦

する。学期末に一度，ネイティヴスピーカーの授業を予定し，実力を試す機会とする。学習のまとめとして、最終テストまたはレポ

ート課題の提出を行う。最新ニュース，音楽，映像等を通して，ロシア文化の多様な側面を知り理解を深める。 

 

Further, the aim is to improve the solidity of grammatical knowledge and proficiency by studying witty texts about the daily life 

in modern Russia, while doing assignments such as homework and tests. Depending on the student’s wishes and learning level, 

read literary works, newspapers and editorials. At the end of the semester, a class conducted by a native speaker will be 

planned providing the opportunity to test one’s skills. To summarize the learning, submit a final test or report assignment. 

Deepen knowledge and understanding of the various aspects of Russian culture through the latest news, music, videos, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 与格の形と用法 

2. 格の用法のまとめ 

3. 名詞の軟変化，複数変化 

4. 所有代名詞・形容詞・名詞の格変化・総仕上げ 

5. 順序数詞，日付の表現 

6. 人称代名詞の格変化・復習 

7. 動詞の完了体・不完了体 

8. 接頭辞のついた運動の動詞 

9. 関係代名詞 

10. 形動詞，副動詞 

11. ネイティヴ・ゲスト授業 

12. テキスト講読 

13. テキスト講読 

14. まとめ、最終テスト他 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、宿題を出したり，テストを予告したりするので、予習・復習が必須。その内容を必要に応じて Blackboardに掲載するので，

参照すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/宿題・小テストなど授業内の課題遂行状況(30%)/最終テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 寺田吉孝、2008 年、『改訂版 入門者および初級者のためのロシア語文法ハンドブック』、アーバンプロ出版センター 

(ISBN:9784-89981-222-7) 

プリント教材 

 

参考文献（Readings） 

1. 匹田剛、2016、『これならわかるロシア語文法』、NHK出版 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は解説、音読練習、質疑応答、ペアワーク、小テストなどを組み合わせて行い、配付資料や板書、適宜、映像資料も活用す

る。 

 

注意事項（Notice） 
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■FP791 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ロシア語セミナーＣ 

(Advanced Russian C) 

担当者名 

（Instructor） 
久野 康彦(KYUNO YASUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNR2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員３０名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

前年度にロシア語の基礎文法を１年間学んだ学生が対象。「ロシア語基礎１」，「ロシア語基礎２」修了レベルを前提とする。基礎

文法の再確認と，より深い理解と応用力の養成が目標。 

 

This is intended for students who, in the previous year, have studied basic grammar in Russian for one year. It is a prerequisite 

to complete the “Basic Russian 1” and “Basic Russian 2” levels. The goal is to review, develop deeper understanding and 

application of basic grammar. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って 1～13 課の内容を再確認したのち，各課の文法事項に関連した問題を解き進め，既習の文法事項・文章表現を

復習してゆくことで，ロシア語の基礎的な知識の定着と応用力を養成してゆく。 

 

To develop the establishment and application of basic Russian knowledge, follow along with the textbook and review the 

contents of lessons 1 to 13, solve the problems related to the grammatical items of each lesson, and review the grammatical 

items and sentence expressions already learned. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1 課／「Aは Bです」の表現 

2. 第 2 課／人称代名詞と第１変化動詞 

3. 第 3 課／名詞の性と形容詞等の性数変化 

4. 第 4 課／名詞の格：前置格 

5. 第 5 課／第２変化動詞と名詞の対格 

6. 第 6 課／名詞の生格とその関連表現 

7. 第 7 課／動詞の過去形と形容詞の短語尾形 

8. 第 8 課／名詞の与格 

9. 第 9 課／動詞の未来形と無人称文 

10. 第 10 課／命令形 

11. 第 11 課／名詞の造格，定動詞・不定動詞 

12. 第 12 課／完了体と不完了体 

13. 第 13 課／関係代名詞と形容詞の比較級･最上級 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の第 1～13 課に対応した復習問題（別途プリントにて配布）の答え合わせと解説が授業の中心なので、毎回予習としてそ

の復習問題を解き進めておくことが必須。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(40%)/宿題・小テストなど授業内の課題遂行状況(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 古賀義顕・鴻野わか菜、2016年、『ロシア語の教科書 第 2 版』、ナウカ出版 (ISBN:978-4-904059-41-8) 

ただし，すでに第 1 版を持っている学生は，新規に購入する必要なし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中澤英彦編、2015 年、『プログレッシブ ロシア語辞典』、小学館 (ISBN:9784095102719) 

2. 寺田吉孝、2012 年、『三訂版 入門者および初級者のためのロシア語文法ハンドブック』、アーバンプロ出版センター 

(ISBN:9784-89981-222-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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毎回の授業内容，宿題，小テスト予告，出席状況などを Blackboardに掲載するので参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■FP792 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ロシア語セミナーＤ 

(Advanced Russian D) 

担当者名 

（Instructor） 
久野 康彦(KYUNO YASUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNR2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員３０名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ロシア語 3A1」修了レベルを前提とする。「ロシア語 3A1」に続いて，文法と語彙の基礎習得が目標。辞書さえあれば，どんなロ

シア語の文章も独力で読み取れるレベルへの到達をめざす。 

 

It is a prerequisite to complete “Russian 3A1” level. Continuing from “Russian 3A1,” the goal is to acquire basic grammar and 

vocabulary. The aim is to reach a level where any Russian sentences can be read with the help of a dictionary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書を 14 課から 20 課まで終える予定。各課の内容を確認したのち，文法事項に関連した問題を解き進める形で学ぶ。20 課

まで終えればロシア語の初等文法は一通り終わりであり，後は各自の関心に応じ読む・書く・聞く等の練習を行い，ロシア語の総

合的な力を養成してゆく。 

 

The plan is to finish the textbook from lessons 14 to 20. After reviewing the contents of each section learn grammatical items 

through solving problems. Elementary grammar in Russian will be completed after finishing the 20th lesson. To train the 

comprehensive ability of Russian, students will practice reading, writing, listening, etc., according to their own interests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 14 課／数詞の様々な用法 

2. 第 15 課／不定人称文と仮定法 

3. 第 16 課／関係副詞・関係代名詞 

4. 第 16 課／時の表現 

5. 第 17 課／一般２人称・無人称動詞 

6. 第 17 課／「運ぶ」の意の定動詞・不定動詞 

7. 第 18 課／副動詞 

8. 第 18 課／形動詞現在 

9. 第 19 課／時刻の表現 

10. 第 19 課／状態動詞と動作動詞 

11. 第 20 課／受動形動詞過去 

12. 第 20 課／能動形動詞過去 

13. 秋学期の復習 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の第 14～20 課に対応した復習問題（別途プリントにて配布）の答え合わせと解説が授業の中心なので、毎回予習として

その復習問題を解き進めておくことが必須。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(40%)/宿題・小テストなど授業内の課題遂行状況(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 古賀義顕・鴻野わか菜、2016年、『ロシア語の教科書 第 2 版』、ナウカ出版 (ISBN:978-4-904059-41-8) 

ただし，すでに第 1 版を持っている学生は，新規に購入する必要なし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中澤英彦編、2015 年、『プログレッシブ ロシア語辞典』、小学館 (ISBN:9784095102719) 

2. 寺田吉孝、2012 年、『三訂版 入門者および初級者のためのロシア語文法ハンドブック』、アーバンプロ出版センター 

(ISBN:9784-89981-222-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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毎回の授業内容，宿題，小テスト予告，出席状況などを Blackboardに掲載するので参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■FP811 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ロシア語３Ａ１ 

(Russian 3A1) 

担当者名 

（Instructor） 
久野 康彦(KYUNO YASUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNR2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ロシア語 3A1」修了レベルを前提とする。「ロシア語 3A1」に続いて，文法と語彙の基礎習得が目標。辞書さえあれば，どんなロ

シア語の文章も独力で読み取れるレベルへの到達をめざす。 

 

It is a prerequisite to complete “Russian 3A1” level. Continuing from “Russian 3A1,” the goal is to acquire basic grammar and 

vocabulary. The aim is to reach a level where any Russian sentences can be read with the help of a dictionary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書を 14 課から 20 課まで終える予定。各課の内容を確認したのち，文法事項に関連した問題を解き進める形で学ぶ。20 課

まで終えればロシア語の初等文法は一通り終わりであり，後は各自の関心に応じ読む・書く・聞く等の練習を行い，ロシア語の総

合的な力を養成してゆく。 

 

The plan is to finish the textbook from lessons 14 to 20. After reviewing the contents of each section learn grammatical items 

through solving problems. Elementary grammar in Russian will be completed after finishing the 20th lesson. To train the 

comprehensive ability of Russian, students will practice reading, writing, listening, etc., according to their own interests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 14 課／数詞の様々な用法 

2. 第 15 課／不定人称文と仮定法 

3. 第 16 課／関係副詞・関係代名詞 

4. 第 16 課／時の表現 

5. 第 17 課／一般２人称・無人称動詞 

6. 第 17 課／「運ぶ」の意の定動詞・不定動詞 

7. 第 18 課／副動詞 

8. 第 18 課／形動詞現在 

9. 第 19 課／時刻の表現 

10. 第 19 課／状態動詞と動作動詞 

11. 第 20 課／受動形動詞過去 

12. 第 20 課／能動形動詞過去 

13. 秋学期の復習 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の第 14～20 課に対応した復習問題（別途プリントにて配布）の答え合わせと解説が授業の中心なので、毎回予習として

その復習問題を解き進めておくことが必須。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(40%)/宿題・小テストなど授業内の課題遂行状況(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 古賀義顕・鴻野わか菜、2016年、『ロシア語の教科書 第 2 版』、ナウカ出版 (ISBN:978-4-904059-41-8) 

ただし，すでに第 1 版を持っている学生は，新規に購入する必要なし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中澤英彦編、2015 年、『プログレッシブ ロシア語辞典』、小学館 (ISBN:9784095102719) 

2. 寺田吉孝、2012 年、『三訂版 入門者および初級者のためのロシア語文法ハンドブック』、アーバンプロ出版センター 

(ISBN:9784-89981-222-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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毎回の授業内容，宿題，小テスト予告，出席状況などを Blackboardに掲載するので参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■FP881 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ロシア語入門 

(Beginner's Russian) 

担当者名 

（Instructor） 
久野 康彦(KYUNO YASUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNR1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初めてロシア語を学ぶ学生が対象。アルファベットから始め，基礎文法と基本単語(300 語)を身につけることが目標。 

 

This is intended for students who study Russian for the first time. The goal is to start with the alphabet and acquire basic 

grammar and 300 basic words.  

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，(1)文法解説，(2)練習問題の解答と解説，(3)新出単語と本文確認，(4)本文の発音練習という流れで進めてい

く。また視聴覚資料によってロシア文化を紹介しつつ，多面的な文化理解もめざす。学期末に一度，ネイティヴ・スピーカーを招

き，実力を試す機会とする。 

 

Along with the textbook, proceed with the following, (1) grammar explanation, (2) answers and explanations of practice 

questions, (3) check new words and the reading, and (4) practice the pronunciation of the reading. Also, the aim is to understand 

the multifaceted cultural aspects while introducing Russian culture with audiovisual materials. At the end of the semester, invite 

a native speaker for the opportunity to test one’s skills.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音／アルファベット 

2. 文字と発音／アクセント，発音練習 

3. 第 1 課／「ＡはＢです」，名前の尋ね方と答え方 

4. 第 2 課／人称代名詞，第 1 変化動詞 

5. 第 2 課／疑問文・否定文の作り方，名前と愛称 

6. 第 3 課／名詞の性，疑問詞と所有代名詞 

7. 第 3 課／形容詞の変化(1)，指示代名詞 

8. 第 4 課／名詞の複数形，形容詞変化(2)，前置格 

9. 第 5 課／第 2 変化動詞，対格，形容詞変化(3) 

10. 第 6 課／生格と所有の表現 

11. ネイティヴ・スピーカーのゲスト授業 

12. 第 7 課／動詞の過去形，形容詞の短語尾形 

13. 春学期の復習 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文字と発音を終わらせ、文法の学習に入ると、小まめに文法の重要事項と語彙の小テストを行うため、次の授業までにその準備

が必要。また各課の練習問題は宿題とし、次回の授業で答え合わせと解説を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(40%)/宿題・小テストなど授業内の課題遂行状況(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 古賀義顕・鴻野わか菜、2016年、『ロシア語の教科書 第 2 版』、ナウカ出版 (ISBN:978-4-904059-41-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 寺田吉孝、2012 年、『三訂版 入門者および初級者のためのロシア語文法ハンドブック』、アーバンプロ出版センター 

(ISBN:978-4-899812-22-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回の授業内容，宿題，小テスト予告，出席状況などを Blackboardに掲載するので参照すること。 
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注意事項（Notice） 
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■FP886 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎ロシア語初級 

(Elementary Russian) 

担当者名 

（Instructor） 
久野 康彦(KYUNO YASUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNR1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ロシア語基礎 1」修了レベルを前提とする。「ロシア語基礎 1」に続いて，基礎文法と基本単語(700 語)を身につけ，平易なロシア

語の文章なら辞書を用いて読み取れるレベルに達することが目標。 

 

It is a prerequisite to complete the “Basic Russian 1” level. Continuing from “Basic Russian 1,” the goal is to acquire basic 

grammar and 700 basic words, and to reach a level where simple Russian sentences can be read using a dictionary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「ロシア語基礎 1」と同様に，教科書に沿って， (1)文法解説，(2)練習問題の解答と解説，(3)新出単語と本文確認，(4)本文の発

音練習という流れで進めていく。また視聴覚資料によってロシア文化を紹介しつつ，多面的な文化理解もめざす。学期末に一度，

ネイティヴ・スピーカーを招き，実力を試す機会とする。 

 

Similar to the process of “Basic Russian 1,” along with the textbook, proceed with the following, (1) grammar explanation, (2) 

answers and explanations of practice questions, (3) check new words and the reading, and (4) practice the pronunciation of the 

reading. Also, the aim is to understand the multifaceted cultural aspects while introducing Russian culture with audiovisual 

materials. At the end of the semester, invite a native speaker for the opportunity to test one’s skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期の復習，筆記体の練習 第 8 課／与格 

2. 第 8 課／不定代名詞，助動詞，無人称述語 

3. 第 9 課／動詞の未来形，無人称文 

4. 第 10 課／命令形，否定生格 

5. 第 11 課／造格 

6. 第 11 課／定動詞・不定動詞(1) 

7. 第 12 課／定動詞・不定動詞(2)，完了･不完了体 

8. 第 13 課／関係代名詞 

9. 第 13 課／形容詞・副詞の比較級 

10. 第 14 課／個数詞，年齢，値段，時刻の表現方法 

11. ネイティヴ・スピーカーのゲスト授業 

12. 秋学期の復習(1) 

13. 秋学期の復習(2) 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

小まめに文法の重要事項と語彙の小テストを行うため、次の授業までにその準備が必要。また各課の練習問題は宿題とし、次回

の授業で答え合わせと解説を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(40%)/宿題・小テストなど授業内の課題遂行状況(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 古賀義顕・鴻野わか菜、2016年、『ロシア語の教科書 第 2 版』、ナウカ出版 (ISBN:978-4-904059-41-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 寺田吉孝、2012 年、『三訂版 入門者および初級者のためのロシア語文法ハンドブック』、アーバンプロ出版センター 

(ISBN:9784-89981-222-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回の授業内容，宿題，小テスト予告，出席状況などを Blackboardに掲載するので参照すること。 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 814 - 

■FQ111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語基礎１ 

(Basic Chinese 1) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

※オンライン授業の受講に必要な情報は Blackboardにアップする。必ず初回授業前に

Blackboardを確認すること【4 月 23 日追記】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の発音と基礎文法を習得し，基礎的なコミュニケーション能力を養うことを目標とする。中国語の表音文字である「ピンイ

ン」の読み方，書き方を学び，同時に簡体字も修得する。 

 

The goal of this course is to acquire Chinese pronunciation and basic grammar, to develop basic communication skills,to learn. 

Learn to read and write “Pinyin,” a Chinese phonetic alphabet, and at the same time to learn Simplified Chinese Charactor. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。学期中を通して，中国語学習のすべての基礎と

なる発音の習得を重視する。さらにペアワークを通じての会話練習やリスニング練習などにより基本的なスキルを習得する。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

Throughout the semester, the focus will be to acquire Chinese pronunciation as it is the basis for learning Chinese. Students 

will also , acquire basic skills in pair work by practicing conversations and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 0课 欢迎你！ 

2. 第 1课  你好！ 

3. 第 2课  谢谢！ 

4. 第 3课  你叫什么名字？ 

5. 第 4课  你家有几口人？ 

6. 第 5课  现在几点？ 

7. 第 6课  你在学汉语吗？ 

8. 第 7课  多少钱？ 

9. 第 8课  你怎么了？ 

10. 第 9课  你在哪儿呢？ 

11. 第 10课  你喜欢什么？ 

12. 第 11课  你会开车吗？ 

13. 第 12课  你想喝什么？ 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ビギニング』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41042-6 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語基礎１ 

(Basic Chinese 1) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の発音と基礎文法を習得し，基礎的なコミュニケーション能力を養うことを目標とする。中国語の表音文字である「ピンイ

ン」の読み方，書き方を学び，同時に簡体字も修得する。 

 

The goal of this course is to acquire Chinese pronunciation and basic grammar, to develop basic communication skills,to learn. 

Learn to read and write “Pinyin,” a Chinese phonetic alphabet, and at the same time to learn Simplified Chinese Charactor. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。学期中を通して，中国語学習のすべての基礎と

なる発音の習得を重視する。さらにペアワークを通じての会話練習やリスニング練習などにより基本的なスキルを習得する。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

Throughout the semester, the focus will be to acquire Chinese pronunciation as it is the basis for learning Chinese. Students 

will also , acquire basic skills in pair work by practicing conversations and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 0课 欢迎你！ 

2. 第 1课  你好！ 

3. 第 2课  谢谢！ 

4. 第 3课  你叫什么名字？ 

5. 第 4课  你家有几口人？ 

6. 第 5课  现在几点？ 

7. 第 6课  你在学汉语吗？ 

8. 第 7课  多少钱？ 

9. 第 8课  你怎么了？ 

10. 第 9课  你在哪儿呢？ 

11. 第 10课  你喜欢什么？ 

12. 第 11课  你会开车吗？ 

13. 第 12课  你想喝什么？ 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ビギニング』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41042-6 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語基礎１ 

(Basic Chinese 1) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

※オンライン授業の受講に必要な情報は Blackboardにアップする。必ず初回授業前に

Blackboardを確認すること【4 月 23 日追記】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の発音と基礎文法を習得し，基礎的なコミュニケーション能力を養うことを目標とする。中国語の表音文字である「ピンイ

ン」の読み方，書き方を学び，同時に簡体字も修得する。 

 

The goal of this course is to acquire Chinese pronunciation and basic grammar, to develop basic communication skills,to learn. 

Learn to read and write “Pinyin,” a Chinese phonetic alphabet, and at the same time to learn Simplified Chinese Charactor. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。学期中を通して，中国語学習のすべての基礎と

なる発音の習得を重視する。さらにペアワークを通じての会話練習やリスニング練習などにより基本的なスキルを習得する。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

Throughout the semester, the focus will be to acquire Chinese pronunciation as it is the basis for learning Chinese. Students 

will also , acquire basic skills in pair work by practicing conversations and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 0课 欢迎你！ 

2. 第 1课  你好！ 

3. 第 2课  谢谢！ 

4. 第 3课  你叫什么名字？ 

5. 第 4课  你家有几口人？ 

6. 第 5课  现在几点？ 

7. 第 6课  你在学汉语吗？ 

8. 第 7课  多少钱？ 

9. 第 8课  你怎么了？ 

10. 第 9课  你在哪儿呢？ 

11. 第 10课  你喜欢什么？ 

12. 第 11课  你会开车吗？ 

13. 第 12课  你想喝什么？ 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ビギニング』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41042-6 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語基礎２ 

(Basic Chinese 2) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

標準的かつ正確な発音と，ピンインの読み書きの能力を確実にし，さらに初級レベルの文法を習得し，日常的なコミュニケーショ

ン能力を養うことを目標とする。 

 

The goal is to ensure students can produce standard and accurate pronunciation, to improve their ability to read and write 

pinyin, to learn beginner-level grammar, and to develop daily communication skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。文法理解のほか，コミュニカティブな方法による

応答練習やペアワークを通じた会話練習やリスニング練習を行い，スキルの向上をはかる。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

In addition to understanding grammar, this course will help students practice listening and replying in a communicative way 

through pair work of conversation in order to improve students’ Chinese language skill. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1课  你吃过寿司吗？ 

2. 第 2课  又要类台风了！ 

3. 第 3课  你去日本旅游了吗？ 

4. 第 4课  你网购吗？ 

5. 第 5课  比我哥哥还高！ 

6. 第 6课  你日语说得真好！ 

7. 复习 

8. 第 7课  你想吃日餐还是中餐？ 

9. 第 8课  你想送妈妈什么礼物？ 

10. 第 9课  我们一起去看电影吧。 

11. 第 10课  你写完作业了吗？ 

12. 第 11课  你开始找工作了吗？ 

13. 第 12课  他们要结婚了。 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ステップアップ』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41046-4 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ701 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語中級１                      新座(Niiza) 

(Intermediate Chinese 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
森平 崇文(MORIDAIRA TAKAFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の話す・聞く・読む・書くの 4 技能の向上をはかり，HSK３級、中国語検定試験４級の合格を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

初中級レベルのテキストを用い、中国語の基礎力を養うとともに、プレゼンテーションや会話実践を通じ、表現力を習得していく。

実際の検定問題を解くことで、リスニング力，語彙力，読解力の強化をはかる。適宜小テストを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／レベルチェック 

2. テキスト第１課～第 3 課/リスニング（AB式） 

3. テキスト第 4 課～第 6 課/リスニング（AB式）/小テスト 

4. テキスト第 7 課～第 9 課/リスニング（ABA式）/小テスト 

5. テキスト第 10 課～第 12 課/リスニング（ABA式）/小テスト 

6. テキスト第 13 課～第 15 課/プレゼンテーション/小テスト 

7. テキスト第 16 課～第 18 課/プレゼンテーション/小テスト 

8. テキスト第 19 課～第 21 課/プレゼンテーション/小テスト 

9. テキスト第 22 課～第 24 課/リスニング（長文形式）/小テスト 

10. テキスト第 25 課～第 27 課/リスニング（長文形式）/小テスト 

11. テキスト第 28 課～第 30 課/リスニング（HSK3 級）/小テスト 

12. テキスト第 31 課～第 33 課/リスニング（HSK3 級）/小テスト 

13. テキスト第 34 課～第 36 課/スピーチ 

14. 総復習、期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回の授業には必ず出席すること。小テストの範囲，予習内容については授業中に指示する。授業以外に予習，復習のための

時間を確保すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト（３％×１０回）(30%)/授業中に指示する提出物及び授業内での発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 林松涛・謝辰、2019、『すらすらさくさく中国語中級ドリル 1000』、東方書店 (ISBN-13: 978-4497219015) 

テキスト以外の教材についてはプリントを授業時に配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時レベル HSK3 級 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ702 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語中級１                      新座(Niiza) 

(Intermediate Chinese 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
白方 直美(SHIRAKATA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初級で学んだ既習内容を復習し、「聴く」「話す」「読む」「書く」の四技能を更にレベルアップして中級レベルの中国語力を身につけ

ることを目指す。 

 

This course will review the contents learned in the beginner's class. The aim is to further improve the 4 required skills (listening, 

speaking, reading and writing) and acquire the proficiency of intermediate Chinese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１回の授業で１課を学ぶ。先ずは文法と文型を学習してから会話文を朗読、暗記する。会話文は新出単語も少なく、短いので、覚

えやすく実際に役立つ。 

 

Students will complete one textbook chapter each class. First, they will study new grammar and practice sentence patterns, 

then they will read conversations and memorize them. Each conversation has a few new words and us short, easy to memorize, 

and very useful. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 第１課 朝の公園 第２課 悪い石 

2. 第３課 餃子 第４課 寒くないか 

3. 第５課 麻雀をする 第６課 お見合いコーナー 

4. 第７課 レンタル彼女 第８課 ピアノ、おじょうずね 

5. 第９課 無洗米 第１０課 温かいものを食べたい 

6. 第１１課 転職する 第１２課 プライバシー 

7. 第１課から第１２課の復習と確認(中間テスト） 

8. 第１３課 曖昧な日本語 第１４課 まだお昼も食べていないんだよ 

9. 第１５課 呼び方 第１６課 返事のしかた 

10. 第１７課 花露水 第１８課 上下関係 

11. 第１９課 他人行儀 第２０課 スイカがショッパイ 

12. 第２１課 白い花 第２２課 眼にゴミが入った 

13. 第２３課 見送り 第２４課 縁起をかつぐ 

14. 第１３課から第２４課の復習と確認（期末テスト） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業前に単語を覚え、文法に目を通しておくことが望ましい。授業後は覚えた内容を忘れないように、繰り返し練習すること。また

HSK や中国語検定など各種検定試験も積極的に受験してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/授業への参画度や課題など(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 相原茂・費燕・蘇明、2020、『マンガ日中いぶこみ劇場』、朝日出版社 (978-4-255-45335-4C1087) 

各種「中日辞書」、「日中辞書」 電子辞書も可 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時レベル：HSK３級 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ703 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語中級２                      新座(Niiza) 

(Intermediate Chinese 2  (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
趙 雪倩(ZHAO XUEQIAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

   本课程让学生们有机会在没有中介语参与的前提之下学习汉语。课程目的是提高学生们的中文水平，通过学习更多

实用的短语和句型加深他们对学过的汉语语法的理解。与此同时，这门课程还将致力于提高学生们中文日常会话的能力。 

 

This course offers an effective way to learn Chinese without the aid of Japanese by improving students' Chinese proficiency 

and deepening their understanding of the Chinese grammar they have learned previously through adding more useful 

expressions. This course will also help students enhance their communication skills in Chinese for daily life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

   本课程的主要内容是中国的风俗习惯。学生们将学会尽量摆脱对中介语的依赖。他们将学习那些与交友、隐私、邻

里关系、过年、婚姻、竞争、幸福、情侣、家教、矛盾冲突以及海外留学等风尚习俗相关的常用句型、短语和词汇。 

 

This course is mainly about Chinese customs. The students will be encouraged to learn Chinese by using Chinese. They are 

going to learn those sentence patterns, expressions, and vocabularies frequently applied when discussing friendship, privacy, 

neighbors, spring festival, marriage, competition, happiness, love, private tutors, conflicts, and studying abroad. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第一课 朋友 

2. 第二课 隐私 

3. 第三课 外人 

4. 第四课 邻居 

5. 第五课 过年 

6. 中间复习 

7. 第六课 结婚 

8. 第七课 竞争 

9. 第八课 幸福 

10. 第九课 情侣 

11. .第十课 家教 

12. 第十一课 矛盾  

13. 第十二课 留学 

14. 总复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

课外学习内容在每次上课时通知 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末テスト(40%)/授業参加度(40%)/課題等(20%) 

出勤率少于四分之三将失去获得本课程学分的资格。出席率が 3/4未満の場合、単位を得る資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 南 勇、2016、『チャレンジ！二年生の中国語 』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-45270-8) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・对象：已经学习了初级汉语的学生，或者汉语水平是 HSK3级、中国语检定 4级的学生。 

 

・教学方法：讲授、pair work， group work，discussion.  
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注意事項（Notice） 
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■FQ704 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語中級２                      新座(Niiza) 

(Intermediate Chinese 2  (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
白方 直美(SHIRAKATA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中級１にひき続き、既習文法を復習しながら複文構造を学び、運用能力の向上を目指す。自然な表現を身に着けてコミュニケー

ション能力を高める。 

 

As a follow-up to "Intermediate Chinese 1," students will learn complex sentence structures while reviewing grammar already 

learned. The aim is for students to improve operational skills of Chinese and improve communication skills by learning natural 

expressions.  

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回の授業で１課を学ぶ。テキストのテーマごとに基本表現を学び、既習文法と新しい文法の練習問題をしっかりやって定着さ

せる。会話文二つと短文を学んで表現力を深める。 

 

In this course, students will complete one section in each of two classes per week. They will follow along with the text theme to 

learn basic expressions, review already learned grammar, and learn new grammar through thorough practice. They will also 

broaden their ability to express themselves through conversation and short sentence practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 第一課「談家庭」 

2. 第二課「談方位」 

3. 第三課「談時間」 

4. 第四課「談愛好」 

5. 第五課「談天気」 

6. 第六課「談体育」 

7. 第一課から第六課の復習と確認（中間テスト） 

8. 第七課「談旅遊」 

9. 第八課「談飲食」 

10. 第九課「談交通」 

11. 第十課「談看病」 

12. 第十一課「談購物」 

13. 第十二課「談節日」 

14. 第七課から第十二課の復習と確認（期末テスト） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

練習問題は予習段階で事前に解いておくのが望ましい。また閲読も事前に目を通して、テキストにない単語は辞書で調べ、わか

らない部分は質問できるようにしておくこと。授業後はよく復習して、HSKや中国語検定など各種検定試験を積極的に受験してほ

しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/授業への参画度や課題など(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 除送迎、2019、『仲間で話そう中国語』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-45320-0) 

各種「中日辞書」、「日中辞書」 電子辞書も可  

2020 年 7 月 31 日付変更（変更理由：品切のため） 

【変更前】著者名：楊暁安、書籍名：『現代中国アラカルト』、出版社：郁文堂、出版年：2017、ISBN：978-4-261-01869-1 C1087 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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授業開始時レベル：HSK４級 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ705 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード１                  新座(Niiza) 

(Intermediate Chinese 1 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
川 浩二(KAWA KOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の学習を一年間終えた学生が、「ものごとの事情や情報を案内」できるようにする。 

 

Help  the students have completed one year of Chinese language learning to be able to “provide information and assistance” in 

Chinese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書のシチュエーションからタスクを設定し、そのタスクを達成できるように訓練していく。 

具体的な場面を想定し、その場面で必要な言葉を考え、その言葉はどのような文型を使って伝えればうまくいくのか、既習の文型

と単語を駆使しつつ、さらに必要な文型と単語の拡張をはかる。 

文と単語の拡張については、インターネットを介した単語帳型の学習支援アプリケーションを利用する。 

どちらも習った文法と語彙を型通り使うだけではなく、自分の表現したいことにより寄り添うように考えていく。 

 

A task will be assigned from a situation in the textbook and training will be given to accomplish the task. 

Select a specific scene, think about the necessary words in that scene and what type of sentence patterns would work well, 

make full use of the sentence patterns and words already learned, then expand the necessary sentence patterns and words. 

Use an Internet based learning assistant wordbook application to expand sentences and words. 

Not only use the established grammar and vocabulary that have been learned, but also think about what you especially want to 

express. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中国語によるアイスブレイク・履修者のレベル確認 

2. 値段を言う・尋ねる 

3. 商品を比較検討する 

4. 支払いの場面でやり取りする 

5. パーソナル・データに言及する 

6. 目印を利用して目的地の場所を特定する 

7. 目的地までの行き方を説明する 

8. 目的地までの所要時間と所要金額を伝える 

9. 交通案内についての必要な情報を伝える 

10. 要求事項と禁止事項を伝える 

11. 目の前にあるものをどう処理するか、どういう状態にするか伝える 

12. 目の前にあるものをどう処理するか、どこに配置するか伝える 

13. 目の前にあるものをどう処理するか、どう移動させるか伝える 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週、インターネットを介した単語帳型の学習支援アプリケーションにより、語彙と短文の暗記を宿題として一定量課す。また、

Blackboard 上での作文課題にも取り組んでもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内の発音・発話(30%)/課題の達成度(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 古川裕監修・鈴木慶夏著、2017、『“アクション！””开始！”２—コミュニケーション中国語―』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-

45290-6) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時のレベルは HSK 2級程度（中国語を 1 年間 2 コマ履修）を念頭に置く。  

 

注意事項（Notice） 
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■FQ706 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード２                  新座(Niiza) 

(Intermediate Chinese 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
楊 沛(YANG PEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1.「聴く・話す・読む・書く」という四技能を双方向的な授業を通してバランス良く向上させる。 

2. HSK4 級合格レベルの中国語能力を身につける。 

 

1. Improve the four skills of “listening, speaking, reading and writing” in a well-balanced way through interactive classes. 

2. Acquire the skills in Chinese to pass the HSK Level 4. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的にテキストに沿って進める。  

1. 聴く  

前回の授業内容に基づいた質問応答、 テキストの CD 教材や HSK4 級の過去問題を通してリスニング力をつける。  

2. 話す  

ペアワークやグループワークを通して実践的な会話練習を行う。また、身近な出来事に関する中国語スピーチ（１分程度）を実施

し、徐々に会話力をレベルアップしていく。  

3. 読む  

テキストの文章を中心に、HSK4級の過去問題も用いて、中国語長文読解に必要な訓練を行う。  

4. 書く  

作文を課す。その作文を添削し、文章を練り直す作業を通して「書く」能力を高めていく。  

5. その他  

中国の文化や風俗習慣、中国語の映画やテレビドラマなども紹介する。 

 

Basically, follow along with the textbook.  

1. Listening  

Improve listening comprehension by question-and-answer sessions based on previous classes, CD materials for the textbooks, 

and previous tests from HSK Level 4.  

2. Speaking  

Practice practical conversations in pairs or in groups. In addition, progressively improve conversation skills by delivering a 

speech in Chinese for about 1 minute on daily.  

3. Reading  

Complete the required training to be able to read and understand long passages in Chinese by mainly using sentences from the 

textbook and also using previous tests from HSK Level 4.  

4. Writing  

Essays will be assigned. Improve students' abilities to  write  by proofreading essays.  

5. Other  

Introduce Chinese culture, customs, movies, television dramas, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・質問応答による履修者のレベル確認 

2. 第１課 週末はあなたはどんな予定がありますか 

3. 第２課 彼はいつ帰ってきますか 

4. 第３課 机の上には多くの飲み物が置いてあります 

5. 第４課 彼女はいつも笑って客と話をします 

6. 第５課 私は最近だんだん太ってきました 

7. スピーチ・HSK4 級過去問演習 

8. 第６課 なぜ急に見当たらなくなったのでしょう 

9. 第７課 私は彼女と知り合ってもう５年になります 

10. 第８課 あなたの行くところに私は行きます 

11. 第９課 彼女の中国語は中国人と同じくらい上手です 

12. 第 10 課 数学は歴史よりずっと難しいです 

13. スピーチ・HSK４級過去問演習 
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14. 春学期の学習の総まとめ・期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末テスト(40%)/小テスト(30%)/課題(10%)/授業に取り組む姿勢(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 国家漢弁/北京語言大学出版社、2015、『スタンダードコース中国語 -中国語の世界標準テキスト-3』、株式会社スプリックス 

(ISBN:9784906725205) 

 

参考文献（Readings） 

中国語電子辞書や中国語辞書アプリについては授業の際に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1.授業開始時のレベルについて 

開始時 HSK3 級で、授業は日本語で行う。 

2.小テストについて  

毎回授業時間内に実施。  

次回授業開始時にフィードバックを行う。  

3.作文について  

作文は添削し、その都度フィードバックを行う。  

 

注意事項（Notice） 
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■FQ707 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード３                  新座(Niiza) 

(Intermediate Chinese 3 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
川 浩二(KAWA KOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の「聞く・話す・読む・書く」の各能力をバランスよく向上することを目標とする。 

既習の単語と表現については漢字を介さず音声によって「聞く」と「話す」をつなげてやり取りできることを目指す。また語彙自体も

HSK の基準に寄り添いつつ増やしていく。 

じっさいに中国で発信されている文字の情報も取り入れて「読む」力をつける。 

HSK3 級以上の単語を自分のものにしながら、自分が目にした光景、経験した事実やそれにともなう感情の動きに沿って「書く」力

をつける。 

またこれからの時代においては欠かせない、PCやスマートフォンを介した中国語理解のための技能も身につける。 

 

The goal is to improve in a balanced way each of the “listening, speaking, reading, and writing” skills in Chinese. 

The aim is to be able to connect the skills of “listening” and “speaking” to having a conversation with the words and 

expressions already learned without using written Chinese. Increase vocabulary according to HSK’s standards. 

Acquire the skill of “reading” using written materials that are available in China. 

Acquire the skill of “writing” by making the HSK 3rd Level and higher words your own to describe the sights you see, the things 

you experience, and the feelings that go along with it. 

In addition, acquire skills for understanding the Chinese language through computers and smartphones, which is essential now 

and in the future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿いつつ会話と文章の形式と表現に慣れ、テーマを決めた作文によって自分でも表現してもらう。 

どちらも習った文法と語彙を型通り使うだけではなく、自分の表現したいことにより寄り添うように考えていく。 

自分の母語でも中国語でも、話したい、読みたい、知りたい、書きたいというどれか（あるいはすべて）に貪欲さをもって取り組める

学生に履修してほしい。 

また最新の中国事情について会話や読み物の中で提供していく。 

 

While following along with the textbook, become familiar with the format and expressions of conversations and sentences, then 

express oneself by creating a composition based on a theme that has been previously decided upon. 

Not only use the established grammar and vocabulary that have been learned, but also think about what you especially want to 

express. 

We want students who, either in their native tongue or in Chinese, are eager and want to either speak, read, learn, or write, or all 

of the above. 

The latest and up to date Chinese situations will be provided in conversation and reading materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 大学生活・履修者のレベル確認 

2. 大学の時間割 

3. 朝食 

4. 喫茶文化 

5. 飲食文化 

6. 生活習慣 

7. 交通 

8. 文化祭 

9. スポーツ 

10. 伝統演劇 

11. 方言 

12. テーブルマナー 

13. 年越し 

14. 期末テスト 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週、インターネットを介した単語帳型の学習支援アプリケーションにより、語彙と短文の暗記を宿題として一定量課す。また、

Blackboard 上での作文課題にも取り組んでもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内の発音・発話(30%)/課題の達成度(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 陳淑梅・陸薇、2017、『ことばと文化一挙両得 中級中国語』、朝日出版社 (978-4-255-45289) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時のレベルは HSK 3級程度とするが、1 年間中国語を履修したあと、ブランクがある場合にも履修は可能である。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ708 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード４                  新座(Niiza) 

(Intermediate Chinese 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
楊 沛(YANG PEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1.「聴く・話す・読む・書く」という四技能を双方向的な授業を通してバランス良く向上させる。 

2. HSK4～5 級合格レベルの中国語能力を身につける。 

 

1. Improve the four skills of “listening, speaking, reading and writing” in a well-balanced way through interactive classes. 

2. Acquire the skills in Chinese to pass the HSK Level 4-5. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的にテキストに沿って進める。  

1. 聴く  

前回の授業内容に基づいた質問応答、 テキストの CD 教材や HSK4～5 級の過去問題を通してリスニング力をつける。  

2. 話す  

ペアワークやグループワークを通して実践的な会話練習を行う。また、身近な出来事に関する中国語スピーチ（１分程度）を実施

し、徐々に会話力をレベルアップしていく。  

3. 読む  

テキストの文章を中心に、HSK4～5 級の過去問題も用いて、中国語長文読解に必要な訓練を行う。  

4. 書く  

作文を課す。その作文を添削し、文章を練り直す作業を通して「書く」能力を高めていく。  

5. その他  

中国の文化や風俗習慣、中国語の映画やテレビドラマなども紹介する。 

 

Basically, follow along with the textbook.  

1. Listening  

Improve listening comprehension by question-and-answer sessions based on previous classes, CD materials for the textbooks, 

and previous tests from HSK Level 4-5.  

2. Speaking  

Practice practical conversations in pairs or in groups. In addition, progressively improve conversation skills by delivering a 

speech in Chinese for about 1 minute on daily.  

3. Reading  

Complete the required training to be able to read and understand long passages in Chinese by mainly using sentences from the 

textbook and also using previous tests from HSK Level 4-5.  

4. Writing  

Essays will be assigned. Improve students' abilities to  write  by proofreading essays.  

5. Other  

Introduce Chinese culture, customs, movies, television dramas, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・質問応答による履修者のレベル確認 

2. 第 11 課 空調を切るのを忘れないでください 

3. 第 12 課 大切なものは私のところに置いてください 

4. 第 13 課 私は歩いて帰ってきたのです 

5. 第 14 課 果物を持ってきてください 

6. 第 15 課 そのほかは何も問題ありません 

7. スピーチ・HSK4 級過去問演習 

8. 第 16 課 私は今疲れていて退社したらすぐに寝たいほどです 

9. 第 17 課 誰だってあなたの「病気」を治せます 

10. 第 18 課 私は彼らが賛成すると信じています 

11. 第 19 課 見ても分かりませんでしたか 

12. 第 20 課 私は彼に影響されました 

13. スピーチ・HSK５級過去問演習 
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14. 秋学期の学習の総まとめ・期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末テスト(40%)/小テスト(30%)/課題(10%)/授業に取り組む姿勢(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 国家漢弁/北京語言大学出版社、2015、『スタンダードコース中国語 -中国語の世界標準テキスト-3』、株式会社スプリックス 

(ISBN:9784906725205) 

 

参考文献（Readings） 

中国語電子辞書や中国語辞書アプリについては授業の際に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1.授業開始時のレベルについて 

開始時 HSK3～４級で、授業は日本語で行う。 

2.小テストについて  

毎回授業時間内に実施。  

次回授業開始時にフィードバックを行う。  

3.作文について  

作文は添削し、その都度フィードバックを行う。  

 

注意事項（Notice） 
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■FQ711 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語コミュニケーション１             新座(Niiza) 

(Advanced Chinese Communication 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
楊 沛(YANG PEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本课程的目标是培养学生的汉语交际能力。通过在特定情景中的汉语交际练习，帮助学生大胆开口说汉语，同时掌握更为

复杂的汉语交际技巧，使学生能够使用汉语表达自己的想法和意见，并且能够流畅自如地使用汉语进行沟通。     

 

The goal of this course of is to develop students’ communication skills in Chinese. Through various communicative practices, 

this course intends to help students speak up, and grasp communication skills in advanced Chinese. It also aims to help 

students express their thoughts and ideas in Chinese, and be able to communicate in Chinese more fluently and accurately. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本课程全部用汉语授课。围绕与中国社会文化密切相关的话题开展教学。在教学中以学生为主，精讲多练。每次上课围绕

一个话题，从词语、句子、语段及课文理解方面进行训练，在此基础上采用一对一练习会话、分小组进行讨论和发表、自

编对话和班级辩论会等多种方式进行交际练习活动，调动学生的学习积极性和主动性，从而提高他们的汉语交际能力。      

 

This course is taught in Chinese and revolves around topics closely related to Chinese society and Chinese culture. Each class 

intends to be student-centered with limited teacher talk. Under a topic, the teacher will give students words, sentences and 

paragraph exercises, and exercises for understanding the text in each class. On this basis, a variety of communication exercises 

are organized, including speaking Chinese in pairs, discussions and presentations in small groups, making dialogue, and in-class 

debates etc., to increase students’ motivation and initiative to learn, so as to develop their Chinese communication abilities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 介绍本学期的学习目标、学习内容和教学计划等、日常汉语口语情景对话 

2. 第 1 课 网络生活 

3. 第 2 课 自然环境 

4. 第 3 课 世界这么大 

5. 第 4 课 日本文化在中国 

6. 第 5 课 房地产泡沫  

7. 第 6 课 大学生的梦想 

8. 第 7 课 人口问题 

9. 第 8 课 交通大开发 

10. 第 9 课 汉语中的外来词 

11. 第 10 课 高考 

12. 第 11 课 海外的中国人 

13. 第 12 课 节假日 

14. 复习和期末测验 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

每次上课时布置 

（授業中に指示する） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末测验（期末テスト）(40%)/课堂表现（授業参加度）(40%)/平时作业（課題）(20%) 

 出勤率少于四分之三将失去获得本课程学分的资格。（出席率が 3/4未満の場合、単位を得る資格を失う。） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 張恒悦／古川裕 監修、2019、『『巨大中国の今―中級中国語ディベートへの招待』』、朝日出版社 

(ISBN:9784255453217) 

 

参考文献（Readings） 

每次上课时布置 
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（授業中に指示する） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・对象：适合已修完中级汉语课程的学生，或者汉语水平相当于 HSK4级-5级、中国语检定 3级的学生。 

 

・教学方法：讲授、pair work， group work，discussion.  

 

注意事項（Notice） 
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■FQ712 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語コミュニケーション２             新座(Niiza) 

(Advanced Chinese Communication 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
趙 雪倩(ZHAO XUEQIAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

    汉语教学的主要目标是培养学习者的汉语交际能力。本课程通过在特定情景中的汉语交际练习，改善学生的汉语发

音，帮助学生掌握地道的汉语口语，提高学生口语表达的准确度和流利度；使其掌握更为复杂的汉语交际技巧，从而在实

际生活中更加流利自如地运用汉语进行表达和交流。 

 

The objective of teaching Chinese as a foreign language is to enhance the learners' communicative skills. Through 

communicative exercises, this course will improve the participants’ pronunciations and deepen their understandings in authentic 

Chinese. Participants will finish the course able to speak Chinese more fluently and accurately and able to use advanced 

Chinese communicative techniques. 

 

授業の内容（Course Contents） 

       本课程全部用汉语授课。话题主要是跟社会、生活以及文化等密切相关的内容。课文内容尽量贴近学生的生活。每

次上课，会根据话题学习相关的词语和课文，进行句子和语段的操练，在此基础上开展各种情景交际表达练习，从而提高

学生的汉语口语水平，培养学生的交际能力。上课的基本环节包括：（1）语言准备；（2）机械性训练；（3）半自由训练；

（4）交际性训练。在教学中，以精讲多练为原则，在大量的练习中培养学习者的汉语交际能力。 

 

This course is taught in Chinese and covers society, everyday life, and culture. The content is highly relevant to students' lives. 

The instructor will introduced terms related to the topic, then the participants will engaged in situational communicative 

exercises aimed at enhancing their communication skills and improving their Chinese proficiency. The basic teaching process in 

a session will include: (1) language preparation, (2) mechanical exercises, (3) semi-free exercises, and (5) communication 

exercises. The principal of teaching is to combine concise explanations with abundant communication. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生活话题（1） 

2. 生活话题（2） 

3. 生活话题（3） 

4. 生活话题（4） 

5. 文化话题（1） 

6. 文化话题（2） 

7. 文化话题（3） 

8. 文化话题（4） 

9. 社会话题（1） 

10. 社会话题（2） 

11. 社会话题（3） 

12. 经济话题（1） 

13. 经济话题（2） 

14. 复习和期末测验 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

课外学习内容在每次上课时通知 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末テスト(40%)/授業参加度(40%)/課題等(20%) 

 出勤率少于四分之三将失去获得本课程学分的资格。·出席率が 3/4未満の場合、単位を得る資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

教学材料每次上课以前分发。教材は毎回授業前に配布する。 

 

参考文献（Readings） 



 - 839 - 

每次上课时布置。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・对象：适合已经完成了中级汉语学习的学生，或者汉语水平相当于 HSK4级-5级、中国语检定 3级的学生。 

 

・教学方法：讲授、pair work， group work，discussion.  

 

注意事項（Notice） 
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■FQ713 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語ライティング１                新座(Niiza) 

(Advanced Chinese Writing 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
李 フェイ(LI FEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本课程主要培养学生的汉语写作能力。提高汉语写作水平，最关键的是大量阅读、并在阅读中学会用汉语去思考、表达。

本课程将力在同时锻炼学生的这两种能力。 

 

This course is intended to improve the ability of Chinese writing.To improve this ability,one must read more and try to think in 

Chinese. Students will enhance these two abilities at the same time in this course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本课程主要培养学生学写游记、说明文、随笔、读后感这四种文体的文章。每一文体用三节课教授。第一周教师先提供范

文，学生需要理解范文并加以概括。第二周由学生自己对要写的文章进行构思、收集材料、然后写出提纲。第三周是完成

写作，并在课上发表。教师会随时加以点评和指导。 

 

In this course students can learn the skill to write these four styles of paper: 1 travelogue, 2 description, 3 essay, 4 book 

review. Each style training takes three weeks(three lessons).In first lesson,the training is to read a sample paper and give an 

abstract. In second lesson, students prepare for their papers. For example, they do the brainstorming and gather information, 

then write an abstract. In third lesson, students have to finish their papers and do a short presentation to others.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 汉语写作指南 

2. 翻译练习 

3. 游记 1－阅读范文与概括 

4. 游记 2－构思与提纲 

5. 游记 3－作文发表 

6. 说明文－阅读范文与概括 

7. 说明文－构思与提纲 

8. 说明文－作文发表 

9. 随笔－阅读范文与概括 

10. 随笔－构思与提纲 

11. 随笔－作文发表 

12. 读后感－阅读范文与概括 

13. 读后感－构思与提纲 

14. 读后感－作文发表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 学生需要在课下完成阅读、写作的作业。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(30%)/プレゼンテーション(30%)/課題提出、完成度(40%) 

出勤率达不到 2/3者将失去获得本门课成绩的资格。Attendance rate has to be higher than 2/3 to get a score for 

this course. 

 

テキスト（Textbooks） 

教学材料每次上课以前分发。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

对象：汉语水平相当于 HSK4级-5级、中国语检定 3级的学生 

学生需要在课上做一些小组讨论和个人发表。 
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注意事項（Notice） 
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■FQ714 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語ライティング２                新座(Niiza) 

(Advanced Chinese Writing 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
趙 雪倩(ZHAO XUEQIAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

      书面表达是语言学习的一个重要方面，本课程通过课堂讲授和写作练习，引导学生学习并运用相关的写作技巧，帮

助学生解决写作实践中遇到的种种困难和问题，使学生掌握所学文章体裁的写作要点，从而能够比较准确地用汉语进行书

面表达，提高汉语写作水平,培养学生们的汉语写作能力和兴趣。 

 

Writing is an important skill in language learning. This course combines classroom lecture and writing exercises to help students 

obtain the relevant skills in writing Chinese and overcome various difficulties arising from writing practices. Students will also 

learn the writing styles needed on daily basis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

       包括语言训练与写作训练两部分，通过课堂讲解和写作实践帮助学生熟悉并掌握记叙文、说明文以及议论文等其他

应用文体的写作技巧，让学生们知道应该写什么以及怎么写。每次课堂教学会要求学生写一篇作文，教学过程为：（1）学

习语言和文体知识;(2)语言训练；（3）写作内容的思考和讨论；（4）写作练习；（5）作文修改。 

 

The course consists of language and writing training. The participants are required to grasp the techniques in narrative, 

expository, and argumentative and other practical writings to become clearly aware of what and how to write in Chinese. After 

every class, students are going to be assigned a different writing task. The teaching process includes: (1) learning knowledge of 

language and style, (2) language exercise, (3) reflection and discussion of writing content, (4) writing practice, and (6) writing 

revision. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 记叙文（1） 

2. 记叙文（2） 

3. 说明文（1） 

4. 说明文（2） 

5. 阅读一篇文章并写摘要 

6. 材料作文（1） 

7. 材料作文（2） 

8. 材料作文（3） 

9. 材料作文（4） 

10. 议论文（1） 

11. 议论文（2） 

12. 议论文（3） 

13. 议论文（4） 

14. 复习和测验 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

课外学习内容在每次上课时通知。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末テスト(40%)/授業参加度(40%)/課題等(20%) 

出勤率达不到 3/4者将失去获得本门课成绩的资格。 Attendance rate has to be higher than 3/4 to get a score for 

this course. 

 

テキスト（Textbooks） 

教学材料每次上课以前分发。教材は毎回授業前に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

每次上课时布置。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・对象：适合已经完成了中级汉语学习的学生，或者汉语水平相当于 HSK5级、中国语检定 2级-3级的学生。 

 

・教学方法：讲授、pair work， group work，discussion. 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ715 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語リスニング・リーディング１          新座(Niiza) 

(Advanced Chinese Listening & Reading 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
李 フェイ(LI FEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  本课程将尽可能地使用一些实际教材，使学生通过多听多读的训练提高自己的听力与阅读能力。同时，在学习过程中能

够加深对中国的了解。 

 

This course will incorporate some audiovisual materials as textbooks. Students can improve their listening and reading ability by 

extensive training in leading and reading and can also get more knowledge of Chinese culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  本课程将使用各种媒体教材，首先让学生从视觉和听觉上接触学习内容。然后将该媒体教材转为阅读材料，再次精确地

去理解内容。通过这两种训练，学生可以从感官上提高其汉语水平，以及对汉语学习的积极性。 

 

First, students study Chinese by listening to and watching audiovisual material. Then the teacher will provide students with 

resources to help them understand more deeply. Through this training, students can improve their Chinese with their all senses 

and can also study Chinese more voluntarily. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 看儿童节目学汉语（1） 

2. 看儿童节目学汉语（2） 

3. 看儿童节目学汉语（3） 

4. 看文化节目学汉语（1） 

5. 看文化节目学汉语（2） 

6. 看文化节目学汉语（3） 

7. 看文化节目学汉语（4） 

8. 听相声学汉语（1） 

9. 听相声学汉语（2） 

10. 听相声学汉语（3） 

11. 听相声学汉语（4） 

12. 听广播学汉语（1） 

13. 听广播学汉语（2） 

14. 听广播学汉语（3） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学生需要在课下复习每周的学习内容，并完成老师指定的作业。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

作业的提交、完成情况(宿題提出と完成度)(30%)/课上口头发表(授業内口頭発表)(30%)/课上小测验(授業内小テスト)(40%) 

出席率不满 3分之 2的人将失去取得学分的资格。出席率が２／３に満たない場合、単位を取得する資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

教师会适当提供与学习内容有关的参考资料。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本课程相当于 HSK4-5级・中国语检定 3级水平。 

课程内容会根据实际进展而有变动。 

教师会提供有关教材。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ716 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語リスニング・リーディング２          新座(Niiza) 

(Advanced Chinese Listening & Reading 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
李 フェイ(LI FEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  本课程将尽可能地使用一些实际教材，使学生通过多听多读的训练提高自己的听力与阅读能力。同时，在学习过程中能

够加深对中国的了解。 

 

This course will incorporate some audiovisual materials as textbooks. Students can improve their listening and reading ability by 

extensive training in leading and reading and can also get more knowledge of Chinese culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  本课程将使用各种媒体教材，首先让学生从视觉和听觉上接触学习内容。然后将该媒体教材转为阅读材料，再次精确地

去理解内容。通过这两种训练，学生可以从感官上提高其汉语水平，以及对汉语学习的积极性。 

 

First, students study Chinese by listening to and watching audiovisual material. Then the teacher will provide students with 

resources to help them understand more deeply. Through this training, students can improve their Chinese with their all senses 

and can also study Chinese more voluntarily. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 看采访节目学汉语（1） 

2. 看采访节目学汉语（2） 

3. 看采访节目学汉语（3） 

4. 看采访节目学汉语（4） 

5. 看综艺节目学汉语（1） 

6. 看综艺节目学汉语（2） 

7. 看综艺节目学汉语（3） 

8. 看电影学汉语（1） 

9. 看电影学汉语（2） 

10. 看电影学汉语（3） 

11. 看电视剧学汉语（1） 

12. 看电视剧学汉语（2） 

13. 看电视剧学汉语（3） 

14. 看电视剧学汉语（4） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学生需要在课下复习每周的学习内容，并完成老师指定的作业。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

作业的提交、完成情况(宿題提出と完成度)(30%)/课上口头发表(授業内口頭発表)(30%)/课上小测验(授業内小テスト)(40%) 

出席率不满 3分之 2的人将失去取得学分的资格。出席率が２／３に満たない場合、単位を取得する資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

教师会适当提供与学习内容有关的参考资料。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本课程相当于 HSK5级・中国语检定 3级水平。 

课程内容会根据实际进展而有变动。 

教师会提供有关教材。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ717 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語演習１                    新座(Niiza) 

(Advanced Chinese 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
李 フェイ(LI FEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  本课程主要培养学生的阅读理解能力，以及用汉语思考、表述自己想法的表达能力。通过每周的阅读与写作来加深对汉

语、中国文化的理解。 

 

 In this course students can improve their reading ability and the ability to think and give opinions by Chinese. We will do the 

training of reading and writing every week to get more knowledge of Chinese and China. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  本课程每周将指定阅读教材，学生们各自在课下预习后，课上围绕语言的奥秘、日语和汉语的差别等问题进行小组讨论

与发表。然后一起完成每课的练习题。通过阅读、口头表述等训练，学生可以综合性地提高其汉语水平。 

 

 In this course, we use the textbook which is on the topics of languages. Students have to read them in advance every week 

and do the discussion with other people at class. Finally, we review the lesson by doing the drill in the textbook. By these 

training, students can improve their Chinese comprehensively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 数字的活用（1） 

2. 数字的活用（2） 

3. 外来词（1） 

4. 外来词（2） 

5. 月亮吃苹果 

6. 施事与受事（1） 

7. 施事与受事（2） 

8. “恢复疲劳”的争论 

9. 下雨天，留客天 

10. “下”“雨”“了”的排列方式 

11. 歧义是怎样产生的（1） 

12. 歧义是怎样产生的（2） 

13. 用字双成 

14. “慢”话 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

  学生需要每周提前预习阅读材料，有时需要完成课外作业。 

  根据课程进展，每周的内容会有调整。 

   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

课上发表（授業内発表）(20%)/作业的提交、完成情况(宿題提出と完成度)(30%)/课上小测验(授業内小テスト)(40%)/期末

测验(期末テスト)(10%) 

出席率不满 3分之 2的人将失去取得学分的资格。出席率が２／３に満たない場合、単位を取得する資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 相原茂 内田慶市、2014、『ことばのふしぎー中国語学読本』、朝日出版社 (ISBN:9784255452500) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本课程全部使用汉语授课。 

本课程相当于 HSK4-5级水平。 
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学生在课上会有小组讨论，个人发表等活动。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ718 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語演習２                    新座(Niiza) 

(Advanced Chinese 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
李 フェイ(LI FEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  本课程主要培养学生的阅读理解能力，以及用汉语思考、表述自己想法的表达能力。通过每周的阅读与写作来加深对汉

语、中国文化的理解。 

 

In this course students can improve their reading ability and the ability to think and give opinions by Chinese. We will do the 

training of reading and writing every week to get more knowledge of Chinese and China. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  本课程每周将指定阅读教材，学生们各自在课下预习后，课上围绕语言的奥秘、日语和汉语的差别等问题进行小组讨论

与发表。然后一起完成每课的练习题。通过阅读、口头表述等训练，学生可以综合性地提高其汉语水平。 

 

 In this course, we use the textbook which is on the topics of languages. Students have to read them in advance every week 

and do the discussion with other people at class. Finally, we review the lesson by doing the drill in the textbook. By these 

training, students can improve their Chinese comprehensively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. “谢谢……”（1） 

2. “谢谢……”（2） 

3. 点头是表示赞同吗？（1） 

4. 点头是表示赞同吗？（2） 

5. 生前・死前（1） 

6. 生前・死前（2） 

7. 语言和表情达意（1） 

8. 语言和表情达意（2） 

9. “考研究生”到底谁去考（1） 

10. “考研究生”到底谁去考（2） 

11. 性格演员和多功能演员 

12. 疑问句(1) 

13. 疑问句(2) 

14. 方言与普通话 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

  学生需要每周提前预习阅读材料，有时需要完成课外作业。 

  根据课程进展，每周的内容会有调整。 

   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

课上发表（授業内発表）(20%)/作业的提交、完成情况(宿題提出と完成度)(30%)/课上小测验(授業内小テスト)(40%)/期末

测验(期末テスト)(10%) 

出席率不满 3分之 2的人将失去取得学分的资格。出席率が２／３に満たない場合、単位を取得する資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 相原茂 内田慶市、2016、『ことばのしくみー中国語学読本(Ⅱ)』、朝日出版社 (ISBN:9784255452777) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本课程全部使用汉语授课。 

本课程相当于 HSK5级水平。 
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学生在课上会有小组讨论，个人发表等活动。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ720 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

言語情報処理論（中国語）                新座(Niiza) 

(Information processing and language(Chinese)) 

担当者名 

（Instructor） 
川 浩二(KAWA KOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目関連科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国では、ソーシャルネットワークサービスは、実際の生活における人々の相互作用に不可欠なツールとなっています。 

またインターネットは、中国語でのデータ検索をより簡単かつ多様にしました。 

このクラスの目標は、情報処理の基本的な技能を習得するとともに、中国語の技能を向上させることです。 

 

In China, social networks services have become an indispensable tool for the interaction of people in real life. The internet has 

made data retrieval in Chinese easier and more diverse. This course aims to learn some basic skills of information processing 

and to improve Chinese language skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

このクラスでは、最初にコンピューターまたはモバイルデバイスを使用して中国語を入力する方法を学習し、次に情報を検索する

方法を学習し、最後に情報のプレゼンテーションを作成し、中国語で発表します。 

 

In this course, students will first learn how to type in Chinese using a computer or mobile device and then learn how to search 

for information, finally making a presentation of the information in Chinese. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 中国語入力の基礎 簡体字と繁体字 

3. 中国語入力の基礎 オンライン辞書の利用 

4. 中国語入力の基礎 中国語 SNSの利用 

5. 中国語の書き言葉 レシピ 1 

6. 中国語の書き言葉 レシピ 2 

7. 中国語の書き言葉 ニュースサイト 1 

8. 中国語の書き言葉 ニュースサイト 2 

9. 中国関連ニュースとメディアリテラシー1 

10. 中国関連ニュースとメディアリテラシー2 

11. インタビューとドキュメンタリー1 

12. インタビューとドキュメンタリー2 

13. 中国語でのプレゼンテーション 1 

14. 中国語でのプレゼンテーション 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

インターネットを用いた教学システム上で課題の提出をしてもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(30%)/授業における発言と回答(30%)/最終テスト（Final Test）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業を履修する際には、中国語を週 2 コマ、1 年間学習した以上の中国語力があることを前提とする。中国語ネイティブの学

生の履修は妨げないが、授業ではノンネイティブの学生の学習を助けるチューターとしての役割を担ってもらうことがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ721 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語入門                     新座(Niiza) 

(Beginner's Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
白方 直美(SHIRAKATA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の発音と基礎文法を習得し，基礎的なコミュニケーション能力を養うことを目標とする。中国語の表音文字である「ピンイ

ン」の読み方，書き方を学び，同時に簡体字も修得する。 

 

The goal of this course is to acquire Chinese pronunciation and basic grammar, to develop basic communication skills,to learn. 

Learn to read and write “Pinyin,” a Chinese phonetic alphabet, and at the same time to learn Simplified Chinese Charactor. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。学期中を通して，中国語学習のすべての基礎と

なる発音の習得を重視する。さらにペアワークを通じての会話練習やリスニング練習などにより基本的なスキルを習得する。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

Throughout the semester, the focus will be to acquire Chinese pronunciation as it is the basis for learning Chinese. Students 

will also , acquire basic skills in pair work by practicing conversations and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 0课 欢迎你！ 

2. 第 1课  你好！ 

3. 第 2课  谢谢！ 

4. 第 3课  你叫什么名字？ 

5. 第 4课  你家有几口人？ 

6. 第 5课  现在几点？ 

7. 第 6课  你在学汉语吗？ 

8. 第 7课  多少钱？ 

9. 第 8课  你怎么了？ 

10. 第 9课  你在哪儿呢？ 

11. 第 10课  你喜欢什么？ 

12. 第 11课  你会开车吗？ 

13. 第 12课  你想喝什么？ 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ビギニング』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41042-6 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ722 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語入門                     新座(Niiza) 

(Beginner's Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
南雲 大悟(NAGUMO DAIGO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の発音と基礎文法を習得し，基礎的なコミュニケーション能力を養うことを目標とする。中国語の表音文字である「ピンイ

ン」の読み方，書き方を学び，同時に簡体字も修得する。 

 

The goal of this course is to acquire Chinese pronunciation and basic grammar, to develop basic communication skills,to learn. 

Learn to read and write “Pinyin,” a Chinese phonetic alphabet, and at the same time to learn Simplified Chinese Charactor. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。学期中を通して，中国語学習のすべての基礎と

なる発音の習得を重視する。さらにペアワークを通じての会話練習やリスニング練習などにより基本的なスキルを習得する。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

Throughout the semester, the focus will be to acquire Chinese pronunciation as it is the basis for learning Chinese. Students 

will also , acquire basic skills in pair work by practicing conversations and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 0课 欢迎你！ 

2. 第 1课  你好！ 

3. 第 2课  谢谢！ 

4. 第 3课  你叫什么名字？ 

5. 第 4课  你家有几口人？ 

6. 第 5课  现在几点？ 

7. 第 6课  你在学汉语吗？ 

8. 第 7课  多少钱？ 

9. 第 8课  你怎么了？ 

10. 第 9课  你在哪儿呢？ 

11. 第 10课  你喜欢什么？ 

12. 第 11课  你会开车吗？ 

13. 第 12课  你想喝什么？ 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ビギニング』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41042-6 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ723 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語初級                     新座(Niiza) 

(Elementary Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
白方 直美(SHIRAKATA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

標準的かつ正確な発音と，ピンインの読み書きの能力を確実にし，さらに初級レベルの文法を習得し，日常的なコミュニケーショ

ン能力を養うことを目標とする。 

 

The goal is to ensure students can produce standard and accurate pronunciation, to improve their ability to read and write 

pinyin, to learn beginner-level grammar, and to develop daily communication skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。文法理解のほか，コミュニカティブな方法による

応答練習やペアワークを通じた会話練習やリスニング練習を行い，スキルの向上をはかる。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

In addition to understanding grammar, this course will help students practice listening and replying in a communicative way 

through pair work of conversation in order to improve students’ Chinese language skill. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1课  你吃过寿司吗？ 

2. 第 2课  又要类台风了！ 

3. 第 3课  你去日本旅游了吗？ 

4. 第 4课  你网购吗？ 

5. 第 5课  比我哥哥还高！ 

6. 第 6课  你日语说得真好！ 

7. 复习 

8. 第 7课  你想吃日餐还是中餐？ 

9. 第 8课  你想送妈妈什么礼物？ 

10. 第 9课  我们一起去看电影吧。 

11. 第 10课  你写完作业了吗？ 

12. 第 11课  你开始找工作了吗？ 

13. 第 12课  他们要结婚了。 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ステップアップ』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41046-4 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ724 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語初級                     新座(Niiza) 

(Elementary Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
南雲 大悟(NAGUMO DAIGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

標準的かつ正確な発音と，ピンインの読み書きの能力を確実にし，さらに初級レベルの文法を習得し，日常的なコミュニケーショ

ン能力を養うことを目標とする。 

 

The goal is to ensure students can produce standard and accurate pronunciation, to improve their ability to read and write 

pinyin, to learn beginner-level grammar, and to develop daily communication skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。文法理解のほか，コミュニカティブな方法による

応答練習やペアワークを通じた会話練習やリスニング練習を行い，スキルの向上をはかる。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

In addition to understanding grammar, this course will help students practice listening and replying in a communicative way 

through pair work of conversation in order to improve students’ Chinese language skill. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1课  你吃过寿司吗？ 

2. 第 2课  又要类台风了！ 

3. 第 3课  你去日本旅游了吗？ 

4. 第 4课  你网购吗？ 

5. 第 5课  比我哥哥还高！ 

6. 第 6课  你日语说得真好！ 

7. 复习 

8. 第 7课  你想吃日餐还是中餐？ 

9. 第 8课  你想送妈妈什么礼物？ 

10. 第 9课  我们一起去看电影吧。 

11. 第 10课  你写完作业了吗？ 

12. 第 11课  你开始找工作了吗？ 

13. 第 12课  他们要结婚了。 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ステップアップ』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41046-4 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ739 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語中級１ 

(Intermediate Chinese 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
南雲 大悟(NAGUMO DAIGO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初級段階で学んだ４技能（話す・聞く・読む・書く）をさらに発展させ，中級レベルにふさわしい中国語への総合的な実力アップを図

る。HSK３級～４級・中国語検定試験３級相当の語彙や文法の知識を定着させ，コミュニケーション能力向上につながる「表現の

幅」の拡充を目指す。 

 

The aim is to comprehensively improve Chinese language skills at the intermediate level by further developing the 4 skills 

(speaking, listening, reading, and writing) learned at the beginner’s level. The aim is to expand the “range of expressions” that 

leads to improving the ability to communicate, by establishing knowledge of vocabulary and grammar equivalent to HSK Level 3 

- 4, and the ‘Test of Chinese Proficiency’ Grade 3. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業ではポイントの解説や本文翻訳・練習問題と並行して，常に学習した語彙や文法事項を「口頭表現」に還元することを意識

し，ペアワークを中心とした会話や即時通訳の練習を繰り返す。また，自然な発話をするための「発想力」を鍛錬すべく，マインド

マップを援用したトレーニングを取り入れる。 

 

In class, in parallel with the point commentary, text translation and practice questions, remain conscious of always returning to 

the previously learned vocabulary and grammatical items of the “oral expressions,” and repeat the pair work-based 

conversations and practice simultaneous interpretation. In addition, to train the “imagination” to speak naturally, incorporate 

training that uses mind maps. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業内容や成績評価などについて） 

2. 第１課「自然環境」 文法ポイント・本文 

3. 第１課「自然環境」 練習問題 

4. 第２課「方言特色」 文法ポイント・本文 

5. 第２課「方言特色」 練習問題 

6. 第３課「歴史伝説」 文法ポイント・本文 

7. 第３課「歴史伝説」 練習問題 

8. 第４課「名所旧跡」 文法ポイント・本文 

9. 第４課「名所旧跡」 練習問題 

10. 第５課「都市の姿」 文法ポイント・本文 

11. 第５課「都市の姿」 練習問題 

12. 第６課「商業の中心」 文法ポイント・本文 

13. 第６課「商業の中心」 練習問題 

14. 第１課～第６課 まとめ（聴解練習・口頭練習） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としては各課の新出単語や文法ポイントを整理したうえで，例文・本文を日本語に訳出する。また，全ての中国語文は十分な

声量と正確な発音で音読できるよう，CD を聞き込み，何度も読み込んでくること。復習としては習った単語やポイント表現を駆使

して，本文の内容などを改めて中国語で表現（復元）できるか，音読や即時通訳を通して再度チェックしてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(30%)/口頭試問（音読・即時通訳・会話）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鄭麗芸、2017 年、『中国語会話テキスト 你好，上海（CD 付）』、駿河台出版社 (ISBN:ISBN978-4-411-03107-5) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時レベル：HSK３級 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ740 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語中級１ 

(Intermediate Chinese 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
大江 千晶(OE CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の技能を総合的に伸ばし、中国語でのコミュニケーションに必要な基礎力をつける。 

 

This course aims to comprehensively improve Chinese language skills and help students acquire the basic skills necessary for 

communication in Chinese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストを使用し、二回の授業で一課を学ぶ。リスニング・会話の回ではテキストの内容を応用し、表現の幅を広げる。発音に重

点を置き、基礎的文法を使った会話練習を行う。文法解説の回では読解を中心に語彙を増やしながら検定試験に対応できる力

を養う。毎回の授業で受講生によるテキストの音読を行い、正しい発音を繰り返し練習し身につける。ペアワーク・グループワーク

を通じて自分の意見を表現する力を養う。 

 

In this course, students will use the textbook to learn each lesson over the course of two class sessions. During 

listening/conversation sessions, we will apply what was in the textbook and expand on the expressions, focusing on 

pronunciation and practicing speaking using basic grammar. During grammar commentary sessions, we will cultivate the skills 

needed to take the proficiency test by  increasing vocabulary while focusing on reading comprehension. To acquire correct 

pronunciation, students will repeatedly practice reading the text aloud in each class. Students will also develop the ability to 

express an opinion through pair and group work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、第１課「自己紹介」（会話、文法、閲読） 

2. 第２課「五一節（労働節）」（会話、文法、閲読） 

3. 第３課「待ち合わせ」（会話、文法、閲読） 

4. 第４課「道を尋ねる」（会話、文法、閲読） 

5. 第５課「スポーツ」（会話、文法、閲読） 

6. 第６課「趣味について話す」（会話、文法、閲読） 

7. 第１課～第６課復習、中間テスト 

8. 第７課「参観と旅行」（会話、文法、閲読） 

9. 第８課「ホテルの受付」（会話、文法、閲読） 

10. 第９課「買い物」（会話、文法、閲読） 

11. 第１０課「学校の医務室で」（会話、文法、閲読） 

12. 第１１課「訪問客となる」（会話、文法、閲読） 

13. 第１２課「誰がごちそうするの」（会話、文法、閲読） 

14. 第７課～第１２課復習、期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習：各課の新出単語を覚え、テキストの付属 CD をよく聴いておく。 

事後学習：既習の本文・例文を参考に、作文練習をする。短文を暗唱できるよう練習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(40%)/授業参加度(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関中研、2018、『新・ブラッシュアップ中国語』、朝日出版社 (ISBN:9784255452494) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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開始時のレベル：「中国語基礎１」及び「中国語基礎２」履修済、HSK３級程度 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ741 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語中級１ 

(Intermediate Chinese 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
筒井 紀美(TSUTSUI KIMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の 4 技能（話す・聞く・読む・書く）の向上をはかり，HSK（中国語能力検定試験）３級、中国語検定試験４級の合格を目指

す。 

 

The aim is to improve the 4 skills of Chinese language (speaking, listening, reading, writing) so as to pass the HSK (Chinese 

Proficiency Test) Level 3, and the ‘Test of Chinese Proficiency’ Grade 4. 

 

授業の内容（Course Contents） 

初中級レベルのテキストを用い、語彙、文法、聞き取りの基礎力を養うとともに，身近なテーマについての問答、スピーチを通じ、

実践的な会話力を身につけていく。実際の検定問題を解くことで、リスニング力，語彙力，読解力の強化をはかる。毎週小テスト

を行う。 

 

Use the elementary and intermediate level textbooks to develop basic skills of vocabulary, grammar and listening, while acquiring 

practical conversation skills through questions and answers on familiar topics and delivering speeches. Improve listening, 

vocabulary and reading comprehension skills by solving previous exam questions. Take weekly quizzes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／模擬問題によるレベルチェック 

2. テキスト第１課 过洋节 （动词重叠）／中国語検定４級レベル復習／会話トピック１ 

3. 小テスト／第２課 直率（不但-而且））／中国語検定４級レベル復習 

4. 小テスト／第３課 军训(即使-也，尽管））／HSK３級リスニング／会話トピック２ 

5. 小テスト／第４課 餐厅 （不光））／HSK３級読解／テーマ作文 

6. 小テスト／第５課 妈妈和儿子（既-又-，非-不可））／HSK３級リスニング／会話トピック３ 

7. 小テスト／第６課 陪床（除了-以外））／HSK３級読解 

8. 小テスト／第７課 签证（先-然后-））／中国語検定 4級リスニング・筆記まとめ 

9. 小テスト／第８課 待遇（如果-就））／HSK３級リスニング／会話トピック４ 

10. 小テスト／第９課 北京的天空（只要-就，只有-才））／HSK３級読解 

11. 小テスト／第１０課 男朋友（无论如何，连-都））／HSK３級書写／会話トピック５ 

12. 小テスト／第１１課 没想到（无论-都，虽然-但是））／テーマ作文 

13. 小テスト／第１２課 贝多芬和样板戏（不是-就是，一边-一边）） 

14. HSK３級リスニング・読解・書写まとめ 

期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回の授業には必ず出席すること。小テストの範囲，予習内容については授業中に指示する。授業以外に予習，復習のための

時間を確保すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト（２％×１５回）(30%)/授業中に指示する提出物及び授業内での発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 黄漢青・杉野元子、2015、『大学生のための現代中国１２話・４』、白帝社 (ISBN:ISBN978-4-86398-206-2) 

テキスト以外の教材についてはプリントを授業時に配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時に HSK３級合格レベル（リスニング・閲読・書写合わせて 6 割）であること。授業を通じ、HSK３級にほぼ満点で合格で
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きるレベルを目指す。 

HSK 日本実施委員会 HP，中国語検定過去問 WEB 参照。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ742 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語中級１ 

(Intermediate Chinese 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

南雲 大悟(NAGUMO DAIGO)   

張 彤(ZHANG TONG) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初級段階で学んだ４技能（話す・聞く・読む・書く）をさらに発展させ，中級レベルにふさわしい中国語への総合的な

実力アップを図る。HSK３級～４級・中国語検定試験３級相当の語彙や文法の知識を定着させ，コミュニケーション能力

向上につながる「表現の幅」の拡充を目指す。 

 

The aim is to comprehensively improve Chinese language skills at the intermediate level by further developing the 4 skills 

(speaking, listening, reading, and writing) learned at the beginner’s level. The aim is to expand the “range of expressions” that 

leads to improving the ability to communicate, by establishing knowledge of vocabulary and grammar equivalent to HSK Level 3 

- 4, and the ‘Test of Chinese Proficiency’ Grade 3. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業ではポイントの解説や本文翻訳・練習問題と並行して，常に学習した語彙や文法事項を「口頭表現」に還元するこ

とを意識し，ペアワークを中心とした会話や即時通訳の練習を繰り返す。また，自然な発話をするための「発想力」を

鍛錬すべく，マインドマップを援用したトレーニングを取り入れる。 

 

In class, in parallel with the point commentary, text translation and practice questions, remain conscious of always returning to 

the previously learned vocabulary and grammatical items of the “oral expressions,” and repeat the pair work-based 

conversations and practice simultaneous interpretation. In addition, to train the “imagination” to speak naturally, incorporate 

training that uses mind maps. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 授業方法や成績評価について １年次の復習など 

2. 空港での出迎え 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

3. スケジュールの案内 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

4. 食事案内 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

5. 観光案内 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

6. 宿泊 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

7. 日本文化の紹介 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

8. スケジュールの変更 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

9. ショッピング 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

10. クレジットカードで払う 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

11. 病気にかかる 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

12. 温泉案内 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

13. 忘れ物 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

14. まとめ，最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としては各課の新出単語や学習ポイントを整理したうえで，文法の例文・会話本文を日本語に訳出する。加えて，

練習問題も解いておく。また，全ての中国語文は十分な声量と正確な発音で音読できるよう，音声教材を聞き込み，何

度も読み込んでくること。 

復習としては習った単語や学習ポイントの表現を駆使して，本文の内容などを改めて中国語で表現（復元）できるか，

音読や即時通訳を通して再度チェックしてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト（筆記・口頭）(40%)/授業への参加度(20%) 

３/４以上の出席を満たさない場合，成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 篠原征子、2020年、『『ツーリズム中国語 ようこそ日本へ！』』、駿河台出版社 (ISBN:ISBN978-4-411-03128-0) 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時レベル：HSK３級 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ743 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語中級２ 

(Intermediate Chinese 2  (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
南雲 大悟(NAGUMO DAIGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「中国語中級１」に引き続き，中級レベルにふさわしい中国語の４技能（話す・聞く・読む・書く）を総合的にレベルアップする。HSK

４級・中国語検定試験３級以上の語彙や文法の知識を定着させ，それらをコミュニケーション能力向上につなげ，さらなる「表現の

幅」の拡充を目指す。 

 

Moving on from “Intermediate Chinese 1,” comprehensively improve the four Chinese language skills of speaking, listening, 

reading, and writing, that are appropriate for the intermediate level. The aim is to further expand the “range of expression” by 

establishing knowledge of vocabulary and grammar at the level of HSK Level 4 and the ‘Test of Chinese Proficiency’ Grade 3 

and higher, while connecting them to improving communication skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業ではポイントの解説や本文翻訳・練習問題と並行して，常に学習した語彙や文法事項を「口頭表現」に還元することを意識

し，ペアワークを中心とした会話や即時通訳の練習を繰り返す。また，自然な発話をするための「発想力」を鍛錬すべく，マインド

マップを援用したトレーニングを取り入れる。 

 

In class, in parallel with the point commentary, text translation and practice questions, remain conscious of always returning to 

the previously learned vocabulary and grammatical items of the “oral expressions,” and repeat the pair work-based 

conversations and practice simultaneous interpretation. In addition, to train the “imagination” to speak naturally, incorporate 

training that uses mind maps. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業内容や成績評価などについて） 

2. 第７課「有名料理と軽食」 文法ポイント・本文 

3. 第７課「有名料理と軽食」 練習問題 

4. 第８課「下町住宅」 文法ポイント・本文 

5. 第８課「下町住宅」 練習問題 

6. 第９課「文化娯楽」 文法ポイント・本文 

7. 第９課「文化娯楽」 練習問題 

8. 第１０課「祝祭日と習俗習慣」 文法ポイント・本文 

9. 第１０課「祝祭日と習俗習慣」 練習問題 

10. 第１１課「学校教育」 文法ポイント・本文 

11. 第１１課「学校教育」 練習問題 

12. 第１２課「『海派』の伝統」 文法ポイント・本文 

13. 第１２課「『海派』の伝統」 練習問題 

14. 第７課～第１２課 まとめ（聴解練習・口頭練習） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としては各課の新出単語や文法ポイントを整理したうえで，例文・本文を日本語に訳出する。また，全ての中国語文は十分な

声量と正確な発音で音読できるよう，CD を聞き込み，何度も読み込んでくること。復習としては習った単語やポイント表現を駆使

して，本文の内容などを改めて中国語で表現（復元）できるか，音読や即時通訳を通して再度チェックしてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(30%)/口頭試問（音読・即時通訳・会話）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鄭麗芸、2017 年、『中国語会話テキスト 你好，上海（CD 付）』、駿河台出版社 (ISBN:ISBN978-4-411-03107-5) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時レベル：HSK４級 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ744 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語中級２ 

(Intermediate Chinese 2  (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
大江 千晶(OE CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の技能を総合的に伸ばし、中国語でのコミュニケーションに必要な基礎力をつける。 

 

This course aims to comprehensively improve Chinese language skills and help students acquire the basic skills necessary for 

communication in Chinese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストを使用し、二回の授業で一ユニットを学ぶ。リスニング・会話の回ではテキストの内容を応用し、表現の幅を広げる。発音

に重点を置き、基礎的文法を使った会話練習を行う。文法解説の回では読解を中心に語彙を増やしながら検定試験に対応でき

る力を養う。毎回の授業で受講生によるテキストの音読を行い、正しい発音を繰り返し練習し身につける。ペアワーク・グループワ

ークを通じて自分の意見を表現する力を養う。 

 

In this course, students will use the textbook to learn each lesson over the course of two class sessions. During 

listening/conversation sessions, we will apply what was in the textbook and expand on the expressions, focusing on 

pronunciation and practicing speaking using basic grammar. During grammar commentary sessions, we will cultivate the skills 

needed to take the proficiency test by  increasing vocabulary while focusing on reading comprehension. To acquire correct 

pronunciation, students will repeatedly practice reading the text aloud in each class. Students will also develop the ability to 

express an opinion through pair and group work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、ユニット１：会話１「ようこそ、ようこそ」/閲読１「私は誰でしょう？」 

2. ユニット１：会話２「初めて北京に来たの？」/閲読２「中国人の姓名」 

3. ユニット２：会話１「スポーツ」/閲読１「卓球」 

4. ユニット２：会話２「娯楽」/閲読２「オリンピックとマラソン」 

5. ユニット３：会話１「旅行」/閲読１「江南水郷の街―烏鎮」 

6. ユニット３：会話２「仕事と休暇」/閲読２「中国の汽車」 

7. ユニット１～ユニット３復習、中間テスト 

8. ユニット４：会話１「平凡な日常」/閲読１「盲導犬」 

9. ユニット４：会話２「集まり」/閲読２「成語―南轅北轍」 

10. ユニット５：会話１「中国語の入力」/閲読１「五筆型」 

11. ユニット５：会話１「中国語を話す」/閲読２「標準語と方言」 

12. ユニット６：会話１「消費と財テク」/閲読１「ファッションと制服」 

13. ユニット６：会話２「私がごちそうします」/閲読２「中国女性の消費観念」 

14. ユニット４～ユニット６復習、期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習：各課の新出単語を覚え、テキストの付属 CD をよく聴いておく。 

事後学習：既習の本文・例文を参考に、作文練習をする。短文を暗唱できるよう練習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(40%)/授業参加度(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関中研、『中国語@キャンパス中級・実用編』、朝日出版社 (ISBN:9784255451572) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

開始時のレベル：「中国語基礎１」及び「中国語基礎２」履修済、HSK４級程度 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ745 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語中級２ 

(Intermediate Chinese 2  (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
筒井 紀美(TSUTSUI KIMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の 4 技能（話す・聞く・読む・書く）の向上をはかり，HSK（中国語能力検定試験）４級、中国語検定試験３級の合格を目指

す。 

 

The aim is to improve the 4 skills of Chinese language (speaking, listening, reading, writing) so as to pass the HSK (Chinese 

Proficiency Test) Level 4, and the ‘Test of Chinese Proficiency’ Grade 3. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中級レベルの教材を用い、語彙、文法、聞き取りの基礎力を養うとともに，身近なテーマについての問答、スピーチを通じ、実践

的な会話力を身につけていく。簡単な文が口をついて出てくるようクイックレスポンスの練習も行う。さらに実際の検定問題を解く

ことで、リスニング力，語彙力，読解力の強化をはかる。毎週小テストを行う。 

 

Use the intermediate level teaching materials to develop basic skills of vocabulary, grammar and listening, while acquiring 

practical conversation skills through questions and answers on familiar topics and delivering speeches . Practice quick response 

so that simple sentences will easily flow. Furthermore, improve listening, vocabulary and reading comprehension skills by solving 

previous exam questions. Take weekly quizzes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／模擬問題によるレベルチェック 

2. 小テスト／既習文法復習／HSK４級リスニング 

3. 小テスト／教材１ 中国の文化１／文法“一···就”“越···越”“尽管···但是” ／HSK４級読解／クイッ

クレスポンス 

4. 小テスト／教材２ 中国の文化２／文法“以···为”“不仅···而且”／HSK４級リスニング 

5. 小テスト／教材３ 中国の大学／文法“既然···就”“要不然”／HSK４級読解／テーマ作文 

6. 小テスト／教材４ 中国の食／文法“由于···所以”“难以···”／HSK４級リスニング 

7. 小テスト／教材５ 中国の自然／文法“使”“就说” “之所以···是因为”／HSK４級読解／クイックレスポンス 

8. 小テスト／スピーチ（作文発表）／中国語検定３級リスニング・筆記まとめ 

9. 小テスト／教材６ 中国の新語・流行語／文法“与其···不如”“难道···吗”“有的···有的”／HSK４級リス

ニング 

10. 小テスト／教材７ 中国の社会１／文法“不是···而是”“A是 A,但是”／HSK４級読解／クイックレスポンス 

11. 小テスト／教材８ 中国の社会２／文法“尽管···还”“因···而”“由于···因此”／HSK４級書写 

12. 小テスト／教材９ 中国の企業／文法”与其···不如”“宁可···也”／クイックレスポンス 

13. 小テスト／教材１０ 中国と日本／文法“不是···就是”“非···不可” 

14. HSK４級リスニング・読解・書写まとめ 

期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回の授業には必ず出席すること。小テストの範囲，予習内容については授業中に指示する。授業以外に予習，復習のための

時間を確保すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト（２％×１５回）(30%)/授業中に指示する提出物及び発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教材についてはプリントを授業時に配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時に HSK４級合格レベル（リスニング・読解・書写の合計点で 6 割）であること。授業を通じ、HSK４級全項目で９割程度

正解できるレベルを目指す。 

HSK 日本実施委員会 HP，中国語検定過去問 WEB 参照。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ746 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語中級２ 

(Intermediate Chinese 2  (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
趙 雪倩(ZHAO XUEQIAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

   本课程让学生们有机会在没有中介语参与的前提之下学习汉语。课程目的是提高学生们的中文水平，通过学习更多

实用的短语和句型加深他们对学过的汉语语法的理解。与此同时，这门课程还将致力于提高学生们中文日常会话的能力。 

 

This course offers an effective way to learn Chinese without the aid of Japanese by improving students' Chinese proficiency 

and deepening their understanding of the Chinese grammar they have learned previously through adding more useful 

expressions. This course will also help students enhance their communication skills in Chinese for daily life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

   本课程的主要内容是中国的风俗习惯。学生们将学会尽量摆脱对中介语的依赖。他们将学习那些与交友、隐私、邻

里关系、过年、婚姻、竞争、幸福、情侣、家教、矛盾冲突以及海外留学等风尚习俗相关的常用句型、短语和词汇。 

 

This course is mainly about Chinese customs. The students will be encouraged to learn Chinese by using Chinese. They are 

going to learn those sentence patterns, expressions, and vocabularies frequently applied when discussing friendship, privacy, 

neighbors, spring festival, marriage, competition, happiness, love, private tutors, conflicts, and studying abroad. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第一课 朋友 

2. 第二课 隐私 

3. 第三课 外人 

4. 第四课 邻居 

5. 第五课 过年 

6. 中间复习 

7. 第六课 结婚 

8. 第七课 竞争 

9. 第八课 幸福 

10. 第九课 情侣 

11. .第十课 家教 

12. 第十一课 矛盾  

13. 第十二课 留学 

14. 总复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

课外学习内容在每次上课时通知 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末テスト(40%)/授業参加度(40%)/課題等(20%) 

出勤率少于四分之三将失去获得本课程学分的资格。出席率が 3/4未満の場合、単位を得る資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 南 勇、2016、『チャレンジ！二年生の中国語 』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-45270-8) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・对象：已经学习了初级汉语的学生，或者汉语水平是 HSK3级、中国语检定 4级的学生。 

 

・教学方法：讲授、pair work， group work，discussion.  
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注意事項（Notice） 
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■FQ747 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード１ 

(Intermediate Chinese 1 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
李 フェイ(LI FEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎級で習った文法事項を復習しながら、中級レベルの単語や表現を学習し、定着させる。また、ことばの学習を通して、日本と

中国の異文化についても学ぶ。 

 

This course aims to review basic Chinese and  learn intermediate-level expressions. Students will gain more knowledge about 

the cultural difference between China and Japan by studying language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日中の異文化をテーマにしたマンガの中国語対訳を教材に、中級に必要な表現を学習する。そして、アウトプットとして、学んだ

表現を使い異文化などの問題について自分の考えを述べる。 

 

 Students will learn intermediate level expressions by reading the textbook, which consists of a Chinese translation of manga 

about the cultural differences between China and Japan. Students will improve their Chinese through creating presentations on 

those subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発音のおさらい 

2. 朝の公園 

3. 悪い石 

4. 餃子 

5. 寒くないか 

6. 麻雀をする 

7. 中間テスト、お見合いコーナー 

8. レンタル彼女 

9. ピアノ、おじょうずね 

10. 無洗米 

11. 温かいものを食べたい 

12. 転職する 

13. プライバシー 

14. 期末テストと総復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各課の予習と復習が必要である。 

一課が終わるごとに、本文を暗唱する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/課題提出・発表(30%)/小テスト(30%)/中間テストと期末テスト(20%) 

出席数が 3 分の 2 未満の場合、単位取得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 相原茂 費燕 蘇明、2020、『マンガ 日中いぶこみ劇場』、朝日出版社 (978-4-255-45335-4 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 ペアワーク、グループワーク、プレゼンテーションなどを行う。 

 中級科目 HSK2 級 中国語検定 3 級 レベル 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ748 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード１ 

(Intermediate Chinese 1 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
森平 崇文(MORIDAIRA TAKAFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでに習った単語や文法事項を復習しつつ、表現の幅を広げ、もっと自由に日常会話ができるようになることを目的とする。 

 

The purpose of this course is to broaden the range of expressions and have daily conversations more freely by reviewing the 

words and grammatical items learned so far. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ペアワーク、グループワーク、プレゼンテーションなどリスニングとスピーキングの練習をたくさんすることで、よく使われる表現を

身につけていく。新出語句と文法ポイントを分かりやすく説明し、応用できるよう練習する。 

 

In this course, students will acquire commonly used expressions by practicing many listening and speaking activities in pair 

work, group work, and through presentations. Students will also explain new phrases and grammar points clearly and practice 

them so that they can be used accurately.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションと 1 年次総復習 

2. 動詞述語文、プレゼン「自己紹介」（１） 

3. 「是」の基本用法、「有」と「在」、プレゼン「自己紹介」（２） 

4. 形容詞述語文、主述述語文、プレゼン「休日」（１） 

5. 名詞述語文、プレゼン「休日」（２） 

6. 疑問文（１）、リスニング「一問一答形式」（１） 

7. 疑問文（２）、リスニング「一問一答形式」（２） 

8. 疑問文（３）、リスニング「ABA形式」（１） 

9. 完了・経験、リスニング「ABA形式」（２） 

10. 継続・進行、リスニング「長文形式」（１） 

11. 客語・補語、 リスニング「長文形式」（２） 

12. 定語、プレゼン「中国への興味」（１） 

13. 状語、プレゼン「中国への興味」（２） 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

CD を聞き、テキストの単語と会話を音読する。 

プレゼン課題に取り組む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/プレゼン(40%)/授業の参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上野恵司、2017、『精選中国語基本文例集』、白帝社 (ISBN:978-4-8639-8236-9) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ペアワーク、グループワーク、プレゼンテーションなどを行う。 

中級科目 HSK3 級・中国語検定 4 級レベル 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ749 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード１ 

(Intermediate Chinese 1 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
大江 千晶(OE CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の技能を総合的に伸ばし、中国語でのコミュニケーションに必要な基礎力をつける。 

 

Comprehensively improve Chinese language skills and acquire the basic skills necessary for communication in Chinese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

発音に重点を置き、基礎的文法を使った会話練習を行う。毎回の授業で受講生によるテキストの音読を行い、正しい発音を繰り

返し練習し身につける。ペアワーク・グループワークを通じて自分の意見を表現する力を養う。 

 

Focus on pronunciation and practice speaking using basic grammar. To acquire correct pronunciation, students will repeatedly 

practice reading aloud the text in each class. Develop ability to express one’s opinion through pair work and group work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、第１課「知り合う」（会話、文法、閲読） 

2. 第２課「桜の季節」（会話、文法、閲読） 

3. 第３課「浅草一日ツアー」（会話、文法、閲読） 

4. 第４課「雨の中で」（会話、文法、閲読） 

5. 第５課「七夕の願い」（会話、文法、閲読） 

6. 第６課「花火のロマンス」（会話、文法、閲読） 

7. 第１課～第６課復習、中間テスト 

8. 第７課「教師の日」（会話、文法、閲読） 

9. 第８課「学園祭」（会話、文法、閲読） 

10. 第９課「ふたつの１１」（会話、文法、閲読） 

11. 第１０課「秋のピクニック」（会話、文法、閲読） 

12. 第１１課「年越し」（会話、文法、閲読） 

13. 第１２課「成人の日」（会話、文法、閲読） 

14. 第７課～第１２課復習、期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習：各課の新出単語を覚え、テキストの付属 CD をよく聴いておく。 

事後学習：既習の本文・例文を参考に、作文練習をする。短文を暗唱できるよう練習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(40%)/授業参加度(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李貞愛、2018、『日中ふれあい“漢語”教室』、朝日出版社 (ISBN:9784255453033) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

開始時のレベル：「中国語基礎１」及び「中国語基礎２」履修済、HSK２級程度 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ750 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード２ 

(Intermediate Chinese 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
胡 祖耀(KO SOYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

HSK４級に相応する聞く、話す能力を養成することを目標とする。 

 

The purpose of this course is to develop the ability to listen and speak at HSK Level 4. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って様々なシチュエーションにおける会話を学び、基本文型、基本構文を身に付くと同時に異文化の面白さに触れ、

中国人の特有の考え方や行動様式を理解する。授業では会話をペアか小クループで練習することを重視し、本文の暗唱を推奨

する。また同じ話題の文章文を閲読教材として活用し、自分の観点を述べられるように学んで行く。  

 

In this course, students will follow along with the textbook to learn conversations in various situations, basic sentence patterns, 

and basic syntax; at the same time, they will experience the fun of different cultures and also come to understand the Chinese 

way of thinking and behavior. In class, emphasis will be placed on practicing conversations in pairs or small groups, and reciting 

the text is recommended. In addition, students will learn to be able to describe one’s point of view by using sentences that have 

the same topic as the reading materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションと自己紹介 

2. 第 1课    别叫我“先辈”  1. 動詞の後の“给” 2. “跟～一样” 3. “从来 + 不/没有～” 4. “～什么

的” 

3. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

4. 第 2课    隐私  1. “即使～，也…” 2. “越来越～”  3.  疑問詞 + “也/都” 4. “不仅～，而且…” 

5. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

6. 第 3课  外人  1. “因为～，所以…” 2. 否定の語気を強める“又”    3. “原来”   4. 反駁、詰問の語気

を表す“什么” 

7. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

8. 第 4课  邻居  1. “又～，又…” 2. “虽然～，但是…”   3. “只要～，就…”  4. “像～似的…” 

9. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

10. 第 5课    穷二代  1. “有的～，有的…” 2. 形容詞の重ね型  3．“～得了/ ～不了” 4. “不管～，也/都

…” 

11. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

12. 第 6课    我胖了吗？  1. “不是～，而是…” 2. “对～来说…”   3. “着” 4. “非～不可” 

13. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

14. JP>総復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

1．本文を暗唱できるように WEB 音声をよく聞き会話を練習する。 

2．各話題について自分の観点を述べるように閲読教材を読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(20%)/暗唱テスト(20%)/小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 南 勇、2017、『チャレンジ！二年生の中国語 簡明会話版』、朝日出版社 (ISBN978-4-255-45288-3C1087) 

 

参考文献（Readings） 

1. 南 勇、2016、『チャレンジ！二年生の中国語』、朝日出版社 (ISBN:ISBN978-4-255-45270-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FQ751 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード２ 

(Intermediate Chinese 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
大江 千晶(OE CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の総合力を高め、HSK３級レベルの力をつける。 

 

Improve the comprehensive Chinese language skill and acquire ability at the level of HSK Level 3. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国語の技能を総合的に伸ばし、HSK３級合格に必要な基礎力をつける。実際に問題を解き、検定試験に対応できる力を養う。

毎回の授業で受講生によるテキストの音読を行い、正しい発音を繰り返し練習し身につける。会話中心のペアワーク・グループワ

ークを行う。一課ごとに小テストを実施する。 

 

Comprehensively improve the Chinese language skill and acquire the basic skills needed to pass HSK Level 3. Solve exam 

questions to develop the ability to successfully take the Proficiency Test. To acquire correct pronunciation, students will 

repeatedly practice reading aloud the text in each class. Conduct conversation-oriented pair work and group work. For each 

section there will be a quiz. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、HSK３級問題解説 

第１課 週末はあなたはどんな予定がありますか （会話、作文）  

2. 第１課 週末はあなたはどんな予定がありますか （文法、練習問題） 

3. 第２課 彼はいつ帰ってきますか （会話、作文） 

4. 第２課 彼はいつ帰ってきますか （文法、練習問題） 

5. 第３課 机の上には多くの飲み物が置いてあります （会話、作文） 

6. 第３課  机の上には多くの飲み物が置いてあります （文法、練習問題） 

7. 第４課 彼女はいつも笑って客と話をします  （会話、作文） 

8. 第４課 彼女はいつも笑って客と話をします  （文法、練習問題） 

9. 第５課 私は最近だんだん太ってきました （会話、作文） 

10. 第５課  私は最近だんだん太ってきました （文法、練習問題） 

11. 第６課 なぜ急に見当たらなくなったのでしょう （会話、作文） 

12. 第６課 なぜ急に見当たらなくなったのでしょう （文法、練習問題） 

13. 春学期のまとめ、HSK３級読解 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習：テキストの新出単語を覚え、音声ファイルをダウンロードしてよく聴いておく。 

事後学習：既習の本文・例文を参考に、作文練習をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(30%)/授業参加度(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 姜麗萍主編、2015、『STANDARD COURSE――中国語の世界標準テキスト―― 3』、スプリックス (ISBN:9784906725205) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に補充教材を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

開始時のレベル：「中国語基礎１」及び「中国語基礎２」履修済、HSK３級程度 
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注意事項（Notice） 
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■FQ752 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード２ 

(Intermediate Chinese 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
森平 崇文(MORIDAIRA TAKAFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の総合力を高め、HSK３級レベルの力をつける。 

 

The purpose of this course is to improve comprehensive Chinese language skills and acquire ability at the level of HSK Level 3. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国語の技能を総合的に伸ばし、HSK３級合格に必要な基礎力をつける。実際に問題を解き、検定試験に対応できる力を養う。

毎回の授業で受講生によるテキストの音読を行い、正しい発音を繰り返し練習し身につける。会話中心のペアワーク・グループワ

ークを行う。 

 

Students in the course will comprehensively improve their Chinese language skills and acquire the basic skills needed to pass 

the HSK Level 3. They will solve exam questions to develop the ability to successfully take the Proficiency Test. To acquire 

correct pronunciation, students will repeatedly practice reading aloud the text in each class. Conduct conversation-oriented 

pair work and group work.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、HSK３級問題 

2. 第１課 周末你有什么打算 

3. 第２課 他什么时候回来 

4. 第３課 桌子上放着很多饮料 

5. 第４課 她总是笑着跟客人说话 

6. 第５課 我最近越来越胖了 

7. 第１課～第５課まとめ、小テスト 

8. 第６課 怎么突然找不到了 

9. 第７課 我跟她认识五年了 

10. 第８課 你去哪儿我就去哪儿 

11. 第９課  她的汉语说得跟中国人一样好 

12. 第１０課 教学比历史难多了 

13. 第６課～第１０課まとめ、小テスト 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習：テキストの新出単語を覚え、音声ファイルをダウンロードしてよく聴いておく。 

事後学習：既習の本文・例文を参考に、作文練習をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(30%)/授業参加度(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 姜麗萍主編、2015、『STANDARD COURSE――中国語の世界標準テキスト―― 3』、スプリックス (ISBN:9784906725205) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に補充教材を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ753 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード３ 

(Intermediate Chinese 3 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
李 フェイ(LI FEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎級で習った文法事項を復習しながら、中級レベルの単語や表現を学習し、定着させる。また、ことばの学習を通して、日本と

中国の異文化についても学ぶ。 

 

This course aims to review basic Chinese and learn intermediate-level expressions. Students will gain more knowledge about 

the cultural difference between China and Japan by studying language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日中の異文化をテーマにしたマンガの中国語対訳を教材に、中級に必要な表現を学習する。そして、アウトプットとして、学んだ

表現を使い異文化などの問題について自分の考えを述べる。 

 

 Students will learn intermediate level expressions by reading the textbook, which consists of a Chinese translation of manga 

about the cultural differences between China and Japan. Students will improve their Chinese through creating presentations on 

those subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 前期の復習と確認 

2. 曖昧な日本語 

3. まだお昼も食べていないんだよ 

4. 呼び方 

5. 返事のしかた 

6. 花露水 

7. 上下関係 

8. 中間テスト、他人行儀 

9. スイカがショッパイ 

10. 白い花 

11. 眼にゴミが入った 

12. 見送り 

13. 縁起を担ぐ 

14. 期末テストと総復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各課の予習と復習が必要である。 

一課が終わるごとに、本文を暗唱する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/課題提出・発表(30%)/小テスト(30%)/中間テストと期末テスト(20%) 

出席数が 3 分の 2 未満の場合、単位取得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 相原茂 費燕 蘇明、2020、『マンガ 日中いぶこみ劇場』、朝日出版社 (978-4-255-45335-4 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 ペアワーク、グループワーク、プレゼンテーションなどを行う。 

 中級科目 HSK3 級 中国語検定 4 級 レベル 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ754 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード３ 

(Intermediate Chinese 3 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
森平 崇文(MORIDAIRA TAKAFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでに習った単語や文法事項を復習しつつ、表現の幅を広げ、もっと自由に日常会話ができるようになることを目的とする。 

 

The purpose of this course is to broaden students' the range of expressions and allow students to have daily conversations 

more freely by reviewing the words and grammatical items learned so far. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ペアワーク、グループワーク、プレゼンテーションなどリスニングとスピーキングの練習をたくさんすることで、よく使われる表現を

身につけていく。新出語句と文法ポイントを分かりやすく説明し、応用できるよう練習する。 

 

In this course, students will acquire commonly used expressions by practicing many listening and speaking activities in pair 

work, group work, and by doing presentations. They will also explain new phrases and grammar points clearly and practice them 

so that they can be used accurately.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 結果補語 

2. 状態補語、程度補語、プレゼン「東京案内」（１） 

3. 方向補語（１）、プレゼン「東京案内」（２） 

4. 方向補語（２）、プレゼン「日本の現代文化」（１） 

5. 可能補語、プレゼン「日本の現代文化」（２） 

6. 助動詞、リスニング「一問一答形式」（１） 

7. 離合動詞、リスニング「一問一答形式」（２） 

8. 前置詞（１）、リスニング「ABA形式」（１） 

9. 前置詞（２）、リスニング「ABA形式」（２） 

10. 副詞（１）、リスニング「長文形式」（１） 

11. 副詞（２）、 リスニング「長文形式」（２） 

12. 比較、プレゼン「日本の伝統文化」（１） 

13. 兼語文、プレゼン「日本の伝統文化」（２） 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

CD を聞き、テキストの単語と会話を音読する。 

プレゼン課題に取り組む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/プレゼン(40%)/授業の参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上野恵司、2017、『精選中国語基本文例集』、白帝社 (ISBN:978-4-8639-8236-9) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ペアワーク、グループワーク、プレゼンテーションなどを行う。 

中級科目 HSK4 級・中国語検定 3 級レベル 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ755 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード３ 

(Intermediate Chinese 3 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
大江 千晶(OE CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の技能を総合的に伸ばし、中国語でのコミュニケーションに必要な基礎力をつける。 

 

Comprehensively improve Chinese language skills and acquire the basic skills necessary for communication in Chinese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

発音に重点を置き、基礎的文法を使った会話練習を行う。毎回の授業で受講生によるテキストの音読を行い、正しい発音を繰り

返し練習し身につける。ペアワーク・グループワークを通じて自分の意見を表現する力を養う。 

 

Focus on pronunciation and practice speaking using basic grammar. To acquire correct pronunciation, students will repeatedly 

practice reading aloud the text in each class. Develop ability to express one’s opinion through pair work and group work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、第１課「友達になりましょう」 （会話、文法、閲読） 

2. 第２課「行きたい所がたくさん」（会話、文法、閲読） 

3. 第３課「久しぶり」（会話、文法、閲読） 

4. 第４課「かわいい子には旅をさせよ」（会話、文法、閲読） 

5. 第５課「外国の方はみんな食べるのが好き」（会話、文法、閲読） 

6. 第６課「今日は私がごちそうします」（会話、文法、閲読） 

7. 第１課～第６課復習、中間テスト 

8. 第７課「私達の夢」（会話、文法、閲読） 

9. 第８課「ある願い」（会話、文法、閲読） 

10. 第９課「プライベートな話をしよう」（会話、文法、閲読） 

11. 第１０課「連絡方法」（会話、文法、閲読） 

12. 第１１課「北京で集う」（会話、文法、閲読） 

13. 第１２課「我が家にご招待します」（会話、文法、閲読） 

14. 第７課～第１２課復習、期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習：各課の新出単語を覚え、テキストの付属 CD をよく聴いておく。 

事後学習：既習の本文・例文を参考に、作文練習をする。短文を暗唱できるよう練習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(40%)/授業参加度(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 徐送迎、2018、『仲間で話そう中国語』、朝日出版社 (ISBN:9784255453200) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

開始時のレベル：「中国語基礎１」及び「中国語基礎２」履修済、HSK３級程度 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ756 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード４ 

(Intermediate Chinese 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
胡 祖耀(KO SOYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

HSK4 級に相応する聞く、話す能力を養成することを目標とする。 

 

The purpose of this course is to develop the ability to listen and speak at the level of HSK Level 4. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って様々なシチュエーションにおける会話を学び、基本文型、基本構文を身に付くと同時に異文化の面白さに触れ、

中国人の特有の考え方や行動様式を理解する。授業では会話をペアか小クループで練習することを重視し、本文の暗唱を推奨

する。また同じ話題の文章文を閲読教材として活用し、自分の観点を述べられるように学んで行く。  

 

In this course, students will follow along with the textbook to learn conversations in various situations, basic sentence patterns, 

and basic syntax; at the same time, they will experience the fun of different cultures and also come to understand the Chinese 

way of thinking and behavior. In class, emphasis will be placed on practicing conversations in pairs or small groups, and reciting 

the text is recommended. In addition, students learn to be able to describe one’s point of view by using sentences that have the 

same topic as the reading materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションと自己紹介・文法のおさらい 

2. 第 7课    竞争  1. “难道～吗？”  2.  可能性を表す“会”   3. “连～也/都…” 4. “为（了～）” 

3. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

4. 第 8课    幸福    1. 形容詞の動詞用法  2. “越～越…”   3. 動詞の後の“住” 4. “趁”  

5. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

6. 第 9课    文化冲突  1. “以为” 2. “要不然”   3.  助動詞“敢” 4. “别看～” 

7. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

8. 第 10课    90后  1. “该” 2. “等～”   3. “没想到” 4. “并 + 不/没有” 

9. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

10. 第 11课    地区偏见  1. “看来” 2. “既然～也…”   3. “只有～，才…” 4. “地”  

11. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

12. 第 12课    相信自己  1. “既然～，就…” 2. “关于～”  3.  “是不是” 4. “不知道～（才）” 

13. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

14. 総復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

1．本文を暗唱できるように WEB 音声をよく聞き会話を練習する。 

2．各話題について自分の観点を述べるように閲読教材を読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(20%)/暗唱テスト(20%)/小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 南 勇、2017、『チャレンジ！二年生の中国語 簡明会話版』、朝日出版社 (ISBN978-4-255-45288-3C1087) 

 

参考文献（Readings） 

1. 南 勇、2016、『チャレンジ！二年生の中国語』、朝日出版社 (ISBN:ISBN978-4-255-45270-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ757 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード４ 

(Intermediate Chinese 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
大江 千晶(OE CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の総合力を高め、HSK３級から４級レベルの力をつける。 

 

Improve the comprehensive Chinese language skill to the level of HSK Level 3 and 4. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国語の技能を総合的に伸ばし、HSK３級から４級合格に必要な基礎力をつける。実際に問題を解き、検定試験に対応できる力

を養う。毎回の授業で受講生によるテキストの音読を行い、正しい発音を繰り返し練習し身につける。会話中心のペアワーク・グ

ループワークを行う。一課ごとに小テストを実施する。 

 

Comprehensively improve Chinese language skills to acquire the basic skills required to pass HSK Level 3 and 4. Solve exam 

questions to develop the ability to successfully take the Proficiency Test. To acquire correct pronunciation, students will 

repeatedly practice reading aloud the text in each class. Conduct conversation-oriented pair work and group work. For each 

section there will be a quiz. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第７課 私は彼女と知り合ってもう５年になります （会話、作文） 

2. 第７課  私は彼女と知り合ってもう５年になります （文法、練習問題） 

3. 第８課 あなたの行くところに私は行きます  （会話、作文） 

4. 第８課 あなたの行くところに私は行きます  （文法、練習問題） 

5. 第９課 彼女の中国語は中国人と同じくらい上手です （会話、作文） 

6. 第９課 彼女の中国語は中国人と同じくらい上手です （文法、練習問題） 

7. 第１０課 数学は歴史よりずっと難しいです （会話、作文） 

8. 第１０課 数学は歴史よりずっと難しいです （文法、練習問題） 

9. 第１１課 空調を切るのを忘れないでください （会話、作文） 

10. 第１１課 空調を切るのを忘れないでください （文法、練習問題） 

11. 第１２課 大切なものは私のところに置いてください （会話、作文） 

12. 第１２課 大切なものは私のところに置いてください （文法、練習問題） 

13. 秋学期のまとめ、HSK３級読解 

14. 期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習：各課の新出単語を覚え、音声ファイルをダウンロードしてよく聴いておく。 

事後学習：既習の本文・例文を参考に、作文練習をする。短文を暗唱できるよう練習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(30%)/授業参加度(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 姜麗萍主編、2015、『STANDARD COURSE――中国語の世界標準テキスト―― 3』、スプリックス (ISBN:9784906725205) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に補充教材を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

開始時のレベル：「中国語基礎１」及び「中国語基礎２」履修済、HSK３～４級程度 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ758 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード４ 

(Intermediate Chinese 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
森平 崇文(MORIDAIRA TAKAFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の総合力を高め、HSK３級から４級レベルの力をつける。 

 

This course aims to improve comprehensive Chinese language skills to the level of HSK Level 3 and 4. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国語の技能を総合的に伸ばし、HSK３級から４級合格に必要な基礎力をつける。実際に問題を解き、検定試験に対応できる力

を養う。毎回の授業で受講生によるテキストの音読を行い、正しい発音を繰り返し練習し身につける。会話中心のペアワーク・グ

ループワークを行う。一課ごとに小テストを実施する。 

 

In this course, students will comprehensively improve Chinese language skills to acquire the basic skills required to pass the 

HSK Level 3 and 4. They will solve exam questions to develop the ability to successfully take the Proficiency Test. To acquire 

correct pronunciation, students will repeatedly practice reading the text aloud in each class and conduct conversation-oriented 

pair work and group work. For each section there will be a quiz. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１１課 别忘了把空调关了 

2. 第１２課  把重要的东西放在我这儿吧 

3. 第１３課 我是走回来的 

4. 第１４課 你把水果拿过来 

5. 第１５課 其他都没什么问题 

6. 第１１課～第１５課まとめ、小テスト 

7. 第１６課 我现在累得下了班就想睡觉 

8. 第１７課 谁都有办法看好你的“病” 

9. 第１８課 我相信他们会同意的 

10. 第１９課 你没看出来吗 

11. 第２０課 我被他影响了 

12. 第１６課～第２０課まとめ、小テスト 

13. HSK４級問題 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習：各課の新出単語を覚え、音声ファイルをダウンロードしてよく聴いておく。 

事後学習：既習の本文・例文を参考に、作文練習をする。短文を暗唱できるよう練習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(30%)/授業参加度(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 姜麗萍主編、2015、『STANDARD COURSE――中国語の世界標準テキスト―― 3』、スプリックス (ISBN:9784906725205) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に補充教材を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ759 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語入門 

(Beginner's Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
李 フェイ(LI FEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の発音と基礎文法を習得し，基礎的なコミュニケーション能力を養うことを目標とする。中国語の表音文字である「ピンイ

ン」の読み方，書き方を学び，同時に簡体字も修得する。 

 

The goal of this course is to acquire Chinese pronunciation and basic grammar, to develop basic communication skills,to learn. 

Learn to read and write “Pinyin,” a Chinese phonetic alphabet, and at the same time to learn Simplified Chinese Charactor. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。学期中を通して，中国語学習のすべての基礎と

なる発音の習得を重視する。さらにペアワークを通じての会話練習やリスニング練習などにより基本的なスキルを習得する。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

Throughout the semester, the focus will be to acquire Chinese pronunciation as it is the basis for learning Chinese. Students 

will also , acquire basic skills in pair work by practicing conversations and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 0课 欢迎你！ 

2. 第 1课  你好！ 

3. 第 2课  谢谢！ 

4. 第 3课  你叫什么名字？ 

5. 第 4课  你家有几口人？ 

6. 第 5课  现在几点？ 

7. 第 6课  你在学汉语吗？ 

8. 第 7课  多少钱？ 

9. 第 8课  你怎么了？ 

10. 第 9课  你在哪儿呢？ 

11. 第 10课  你喜欢什么？ 

12. 第 11课  你会开车吗？ 

13. 第 12课  你想喝什么？ 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ビギニング』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41042-6 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ760 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語入門 

(Beginner's Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
関 智英(SEKI TOMOHIDE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の発音と基礎文法を習得し，基礎的なコミュニケーション能力を養うことを目標とする。中国語の表音文字である「ピンイ

ン」の読み方，書き方を学び，同時に簡体字も修得する。 

 

The goal of this course is to acquire Chinese pronunciation and basic grammar, to develop basic communication skills,to learn. 

Learn to read and write “Pinyin,” a Chinese phonetic alphabet, and at the same time to learn Simplified Chinese Charactor. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。学期中を通して，中国語学習のすべての基礎と

なる発音の習得を重視する。さらにペアワークを通じての会話練習やリスニング練習などにより基本的なスキルを習得する。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

Throughout the semester, the focus will be to acquire Chinese pronunciation as it is the basis for learning Chinese. Students 

will also , acquire basic skills in pair work by practicing conversations and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 0课 欢迎你！ 

2. 第 1课  你好！ 

3. 第 2课  谢谢！ 

4. 第 3课  你叫什么名字？ 

5. 第 4课  你家有几口人？ 

6. 第 5课  现在几点？ 

7. 第 6课  你在学汉语吗？ 

8. 第 7课  多少钱？ 

9. 第 8课  你怎么了？ 

10. 第 9课  你在哪儿呢？ 

11. 第 10课  你喜欢什么？ 

12. 第 11课  你会开车吗？ 

13. 第 12课  你想喝什么？ 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ビギニング』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41042-6 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ761 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語入門 

(Beginner's Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
白方 直美(SHIRAKATA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の発音と基礎文法を習得し，基礎的なコミュニケーション能力を養うことを目標とする。中国語の表音文字である「ピンイ

ン」の読み方，書き方を学び，同時に簡体字も修得する。 

 

The goal of this course is to acquire Chinese pronunciation and basic grammar, to develop basic communication skills,to learn. 

Learn to read and write “Pinyin,” a Chinese phonetic alphabet, and at the same time to learn Simplified Chinese Charactor. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。学期中を通して，中国語学習のすべての基礎と

なる発音の習得を重視する。さらにペアワークを通じての会話練習やリスニング練習などにより基本的なスキルを習得する。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

Throughout the semester, the focus will be to acquire Chinese pronunciation as it is the basis for learning Chinese. Students 

will also , acquire basic skills in pair work by practicing conversations and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 0课 欢迎你！ 

2. 第 1课  你好！ 

3. 第 2课  谢谢！ 

4. 第 3课  你叫什么名字？ 

5. 第 4课  你家有几口人？ 

6. 第 5课  现在几点？ 

7. 第 6课  你在学汉语吗？ 

8. 第 7课  多少钱？ 

9. 第 8课  你怎么了？ 

10. 第 9课  你在哪儿呢？ 

11. 第 10课  你喜欢什么？ 

12. 第 11课  你会开车吗？ 

13. 第 12课  你想喝什么？ 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ビギニング』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41042-6 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ762 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語入門 

(Beginner's Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
川 浩二(KAWA KOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の発音と基礎文法を習得し，基礎的なコミュニケーション能力を養うことを目標とする。中国語の表音文字である「ピンイ

ン」の読み方，書き方を学び，同時に簡体字も修得する。 

 

The goal of this course is to acquire Chinese pronunciation and basic grammar, to develop basic communication skills,to learn. 

Learn to read and write “Pinyin,” a Chinese phonetic alphabet, and at the same time to learn Simplified Chinese Charactor. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。学期中を通して，中国語学習のすべての基礎と

なる発音の習得を重視する。さらにペアワークを通じての会話練習やリスニング練習などにより基本的なスキルを習得する。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

Throughout the semester, the focus will be to acquire Chinese pronunciation as it is the basis for learning Chinese. Students 

will also , acquire basic skills in pair work by practicing conversations and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 0课 欢迎你！ 

2. 第 1课  你好！ 

3. 第 2课  谢谢！ 

4. 第 3课  你叫什么名字？ 

5. 第 4课  你家有几口人？ 

6. 第 5课  现在几点？ 

7. 第 6课  你在学汉语吗？ 

8. 第 7课  多少钱？ 

9. 第 8课  你怎么了？ 

10. 第 9课  你在哪儿呢？ 

11. 第 10课  你喜欢什么？ 

12. 第 11课  你会开车吗？ 

13. 第 12课  你想喝什么？ 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ビギニング』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41042-6 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ763 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語入門 

(Beginner's Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
加固 明子(KAKO AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の発音と基礎文法を習得し，基礎的なコミュニケーション能力を養うことを目標とする。中国語の表音文字である「ピンイ

ン」の読み方，書き方を学び，同時に簡体字も修得する。 

 

The goal of this course is to acquire Chinese pronunciation and basic grammar, to develop basic communication skills,to learn. 

Learn to read and write “Pinyin,” a Chinese phonetic alphabet, and at the same time to learn Simplified Chinese Charactor. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。学期中を通して，中国語学習のすべての基礎と

なる発音の習得を重視する。さらにペアワークを通じての会話練習やリスニング練習などにより基本的なスキルを習得する。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

Throughout the semester, the focus will be to acquire Chinese pronunciation as it is the basis for learning Chinese. Students 

will also , acquire basic skills in pair work by practicing conversations and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 0课 欢迎你！ 

2. 第 1课  你好！ 

3. 第 2课  谢谢！ 

4. 第 3课  你叫什么名字？ 

5. 第 4课  你家有几口人？ 

6. 第 5课  现在几点？ 

7. 第 6课  你在学汉语吗？ 

8. 第 7课  多少钱？ 

9. 第 8课  你怎么了？ 

10. 第 9课  你在哪儿呢？ 

11. 第 10课  你喜欢什么？ 

12. 第 11课  你会开车吗？ 

13. 第 12课  你想喝什么？ 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ビギニング』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41042-6 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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 - 904 - 

■FQ764 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語入門 

(Beginner's Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
関 浩志(SEKI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の発音と基礎文法を習得し，基礎的なコミュニケーション能力を養うことを目標とする。中国語の表音文字である「ピンイ

ン」の読み方，書き方を学び，同時に簡体字も修得する。 

 

The goal of this course is to acquire Chinese pronunciation and basic grammar, to develop basic communication skills,to learn. 

Learn to read and write “Pinyin,” a Chinese phonetic alphabet, and at the same time to learn Simplified Chinese Charactor. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。学期中を通して，中国語学習のすべての基礎と

なる発音の習得を重視する。さらにペアワークを通じての会話練習やリスニング練習などにより基本的なスキルを習得する。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

Throughout the semester, the focus will be to acquire Chinese pronunciation as it is the basis for learning Chinese. Students 

will also , acquire basic skills in pair work by practicing conversations and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 0课 欢迎你！ 

2. 第 1课  你好！ 

3. 第 2课  谢谢！ 

4. 第 3课  你叫什么名字？ 

5. 第 4课  你家有几口人？ 

6. 第 5课  现在几点？ 

7. 第 6课  你在学汉语吗？ 

8. 第 7课  多少钱？ 

9. 第 8课  你怎么了？ 

10. 第 9课  你在哪儿呢？ 

11. 第 10课  你喜欢什么？ 

12. 第 11课  你会开车吗？ 

13. 第 12课  你想喝什么？ 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ビギニング』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41042-6 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ765 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語初級 

(Elementary Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
李 フェイ(LI FEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

標準的かつ正確な発音と，ピンインの読み書きの能力を確実にし，さらに初級レベルの文法を習得し，日常的なコミュニケーショ

ン能力を養うことを目標とする。 

 

The goal is to ensure students can produce standard and accurate pronunciation, to improve their ability to read and write 

pinyin, to learn beginner-level grammar, and to develop daily communication skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。文法理解のほか，コミュニカティブな方法による

応答練習やペアワークを通じた会話練習やリスニング練習を行い，スキルの向上をはかる。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

In addition to understanding grammar, this course will help students practice listening and replying in a communicative way 

through pair work of conversation in order to improve students’ Chinese language skill. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1课  你吃过寿司吗？ 

2. 第 2课  又要类台风了！ 

3. 第 3课  你去日本旅游了吗？ 

4. 第 4课  你网购吗？ 

5. 第 5课  比我哥哥还高！ 

6. 第 6课  你日语说得真好！ 

7. 复习 

8. 第 7课  你想吃日餐还是中餐？ 

9. 第 8课  你想送妈妈什么礼物？ 

10. 第 9课  我们一起去看电影吧。 

11. 第 10课  你写完作业了吗？ 

12. 第 11课  你开始找工作了吗？ 

13. 第 12课  他们要结婚了。 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ステップアップ』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41046-4 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ766 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語初級 

(Elementary Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
関 智英(SEKI TOMOHIDE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

標準的かつ正確な発音と，ピンインの読み書きの能力を確実にし，さらに初級レベルの文法を習得し，日常的なコミュニケーショ

ン能力を養うことを目標とする。 

 

The goal is to ensure students can produce standard and accurate pronunciation, to improve their ability to read and write 

pinyin, to learn beginner-level grammar, and to develop daily communication skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。文法理解のほか，コミュニカティブな方法による

応答練習やペアワークを通じた会話練習やリスニング練習を行い，スキルの向上をはかる。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

In addition to understanding grammar, this course will help students practice listening and replying in a communicative way 

through pair work of conversation in order to improve students’ Chinese language skill. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1课  你吃过寿司吗？ 

2. 第 2课  又要类台风了！ 

3. 第 3课  你去日本旅游了吗？ 

4. 第 4课  你网购吗？ 

5. 第 5课  比我哥哥还高！ 

6. 第 6课  你日语说得真好！ 

7. 复习 

8. 第 7课  你想吃日餐还是中餐？ 

9. 第 8课  你想送妈妈什么礼物？ 

10. 第 9课  我们一起去看电影吧。 

11. 第 10课  你写完作业了吗？ 

12. 第 11课  你开始找工作了吗？ 

13. 第 12课  他们要结婚了。 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ステップアップ』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41046-4 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ767 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語初級 

(Elementary Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
白方 直美(SHIRAKATA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

標準的かつ正確な発音と，ピンインの読み書きの能力を確実にし，さらに初級レベルの文法を習得し，日常的なコミュニケーショ

ン能力を養うことを目標とする。 

 

The goal is to ensure students can produce standard and accurate pronunciation, to improve their ability to read and write 

pinyin, to learn beginner-level grammar, and to develop daily communication skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。文法理解のほか，コミュニカティブな方法による

応答練習やペアワークを通じた会話練習やリスニング練習を行い，スキルの向上をはかる。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

In addition to understanding grammar, this course will help students practice listening and replying in a communicative way 

through pair work of conversation in order to improve students’ Chinese language skill. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1课  你吃过寿司吗？ 

2. 第 2课  又要类台风了！ 

3. 第 3课  你去日本旅游了吗？ 

4. 第 4课  你网购吗？ 

5. 第 5课  比我哥哥还高！ 

6. 第 6课  你日语说得真好！ 

7. 复习 

8. 第 7课  你想吃日餐还是中餐？ 

9. 第 8课  你想送妈妈什么礼物？ 

10. 第 9课  我们一起去看电影吧。 

11. 第 10课  你写完作业了吗？ 

12. 第 11课  你开始找工作了吗？ 

13. 第 12课  他们要结婚了。 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ステップアップ』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41046-4 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 911 - 
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■FQ768 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語初級 

(Elementary Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
川 浩二(KAWA KOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

標準的かつ正確な発音と，ピンインの読み書きの能力を確実にし，さらに初級レベルの文法を習得し，日常的なコミュニケーショ

ン能力を養うことを目標とする。 

 

The goal is to ensure students can produce standard and accurate pronunciation, to improve their ability to read and write 

pinyin, to learn beginner-level grammar, and to develop daily communication skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。文法理解のほか，コミュニカティブな方法による

応答練習やペアワークを通じた会話練習やリスニング練習を行い，スキルの向上をはかる。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

In addition to understanding grammar, this course will help students practice listening and replying in a communicative way 

through pair work of conversation in order to improve students’ Chinese language skill. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1课  你吃过寿司吗？ 

2. 第 2课  又要类台风了！ 

3. 第 3课  你去日本旅游了吗？ 

4. 第 4课  你网购吗？ 

5. 第 5课  比我哥哥还高！ 

6. 第 6课  你日语说得真好！ 

7. 复习 

8. 第 7课  你想吃日餐还是中餐？ 

9. 第 8课  你想送妈妈什么礼物？ 

10. 第 9课  我们一起去看电影吧。 

11. 第 10课  你写完作业了吗？ 

12. 第 11课  你开始找工作了吗？ 

13. 第 12课  他们要结婚了。 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ステップアップ』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41046-4 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ769 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語初級 

(Elementary Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
加固 明子(KAKO AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

標準的かつ正確な発音と，ピンインの読み書きの能力を確実にし，さらに初級レベルの文法を習得し，日常的なコミュニケーショ

ン能力を養うことを目標とする。 

 

The goal is to ensure students can produce standard and accurate pronunciation, to improve their ability to read and write 

pinyin, to learn beginner-level grammar, and to develop daily communication skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。文法理解のほか，コミュニカティブな方法による

応答練習やペアワークを通じた会話練習やリスニング練習を行い，スキルの向上をはかる。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

In addition to understanding grammar, this course will help students practice listening and replying in a communicative way 

through pair work of conversation in order to improve students’ Chinese language skill. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1课  你吃过寿司吗？ 

2. 第 2课  又要类台风了！ 

3. 第 3课  你去日本旅游了吗？ 

4. 第 4课  你网购吗？ 

5. 第 5课  比我哥哥还高！ 

6. 第 6课  你日语说得真好！ 

7. 复习 

8. 第 7课  你想吃日餐还是中餐？ 

9. 第 8课  你想送妈妈什么礼物？ 

10. 第 9课  我们一起去看电影吧。 

11. 第 10课  你写完作业了吗？ 

12. 第 11课  你开始找工作了吗？ 

13. 第 12课  他们要结婚了。 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ステップアップ』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41046-4 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ770 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語初級 

(Elementary Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
関 浩志(SEKI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

標準的かつ正確な発音と，ピンインの読み書きの能力を確実にし，さらに初級レベルの文法を習得し，日常的なコミュニケーショ

ン能力を養うことを目標とする。 

 

The goal is to ensure students can produce standard and accurate pronunciation, to improve their ability to read and write 

pinyin, to learn beginner-level grammar, and to develop daily communication skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。文法理解のほか，コミュニカティブな方法による

応答練習やペアワークを通じた会話練習やリスニング練習を行い，スキルの向上をはかる。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

In addition to understanding grammar, this course will help students practice listening and replying in a communicative way 

through pair work of conversation in order to improve students’ Chinese language skill. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1课  你吃过寿司吗？ 

2. 第 2课  又要类台风了！ 

3. 第 3课  你去日本旅游了吗？ 

4. 第 4课  你网购吗？ 

5. 第 5课  比我哥哥还高！ 

6. 第 6课  你日语说得真好！ 

7. 复习 

8. 第 7课  你想吃日餐还是中餐？ 

9. 第 8课  你想送妈妈什么礼物？ 

10. 第 9课  我们一起去看电影吧。 

11. 第 10课  你写完作业了吗？ 

12. 第 11课  你开始找工作了吗？ 

13. 第 12课  他们要结婚了。 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ステップアップ』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41046-4 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ771 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語コミュニケーション１ 

(Advanced Chinese Communication 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
王 英輝(WANG YINGHUI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

     通过以听说读为主的多方面的语言训练，进一步提高学生的汉语语言表达能力和语言交际能力，同时，加深学生对中

国社会，经济，文化等各方面的认识和了解。 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

       本课将用汉语授课。学习的重点放在听力、阅读理解和口语表达方面。选取中国社会、生活、文化等多方面的话

题，进行较高难度的听、说、读、写、译等各种语言训练。学生将在课堂上用自己的语言对相关话题的内容简述归纳，并

对日本或其他国家的同类问题等进行比较，表述观点和看法。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 通过自我介绍等确认学生的语言能力和感兴趣的话题。介绍本课的学习内容和要求。 

2. 经济（一） 

 

3. 经济（二） 

4. 社会（一） 

5. 社会（二） 

6. 生活（一） 

7. 生活（二） 

8. 教育（一） 

9. 教育（二） 

10. 文化（一） 

11. 文化（二） 

12. 科技 

13. 旅游 

14. 复习和期末测验 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

课外学习内容在每次上课时通知 

要求学生提前预习，并完成每次的作业。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題等(30%)/期末テスト(40%)/授業参加度(30%) 

 出勤率少于四分之三将失去获得本课程学分的资格。·出席率が 3/4未満の場合、単位を得る資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用复印教材。要求学生带词典上课。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・对象：适合已经完成了中级汉语学习的学生，或者汉语水平相当于 HSK4级-5级、中国语检定 3级以上的学生。 

 

・教学方法：讲授、pair work， group work，discussion.  

 

注意事項（Notice） 
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■FQ772 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語コミュニケーション２ 

(Advanced Chinese Communication 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
趙 雪倩(ZHAO XUEQIAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

    汉语教学的主要目标是培养学习者的汉语交际能力。本课程通过在特定情景中的汉语交际练习，改善学生的汉语发

音，帮助学生掌握地道的汉语口语，提高学生口语表达的准确度和流利度；使其掌握更为复杂的汉语交际技巧，从而在实

际生活中更加流利自如地运用汉语进行表达和交流。 

 

The objective of teaching Chinese as a foreign language is to enhance the learners' communicative skills. Through 

communicative exercises, this course aims to improve the participants’ pronunciations and deepen their understandings in 

authentic Chinese. Participants will finish the course able to speak Chinese more fluently and accurately and able to use 

advanced Chinese communicative techniques. 

 

授業の内容（Course Contents） 

       本课程全部用汉语授课。话题主要是跟社会、生活以及文化等密切相关的内容。课文内容尽量贴近学生的生活。每

次上课，会根据话题学习相关的词语和课文，进行句子和语段的操练，在此基础上开展各种情景交际表达练习，从而提高

学生的汉语口语水平，培养学生的交际能力。上课的基本环节包括：（1）语言准备；（2）机械性训练；（3）半自由训练；

（4）交际性训练。在教学中，以精讲多练为原则，在大量的练习中培养学习者的汉语交际能力。 

 

This course is taught in Chinese and covers society, everyday life, and culture. The content is highly relevant to students' lives. 

The instructor will introduced terms related to the topic, then the participants will engaged in situational communicative 

exercises aimed at enhancing their communication skills and improving their Chinese proficiency. The basic teaching process in 

a session will include: (1) language preparation, (2) mechanical exercises, (3) semi-free exercises, and (5) communication 

exercises. The principal of teaching is to combine concise explanations with abundant communication. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生活话题（1） 

2. 生活话题（2） 

3. 生活话题（3） 

4. 生活话题（4） 

5. 文化话题（1） 

6. 文化话题（2） 

7. 文化话题（3） 

8. 文化话题（4） 

9. 社会话题（1） 

10. 社会话题（2） 

11. 社会话题（3） 

12. 经济话题（1） 

13. 经济话题（2） 

14. 复习和期末测验 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

课外学习内容在每次上课时通知 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末テスト(40%)/授業参加度(40%)/課題等(20%) 

 出勤率少于四分之三将失去获得本课程学分的资格。·出席率が 3/4未満の場合、単位を得る資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

教学材料每次上课以前分发。教材は毎回授業前に配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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每次上课时布置。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・对象：适合已经完成了中级汉语学习的学生，或者汉语水平相当于 HSK4级-5级、中国语检定 3级的学生。 

 

・教学方法：讲授、pair work， group work，discussion.  

 

注意事項（Notice） 
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■FQ773 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語ライティング１ 

(Advanced Chinese Writing 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
王 英輝(WANG YINGHUI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

    本课程的教学目的是学习掌握中文各种常见文体的写作技巧，通过作文练习帮助学生克服母语干扰，在一定程度上

能够自己意识到并纠正错误，比较准确地用汉语进行书面表达，并学会正确使用汉语的标点符号，在整体上提高学生的汉

语写作水平。 

 

授業の内容（Course Contents） 

       通过课堂讲解和写作实践帮助学生熟悉并掌握各种常见文体，指导学生运用学过的语言知识，进行汉语写作活动。

基本上每堂课都会参照范文等进行写作训练，并进行作文修改。 

 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自我介绍 

2. 作文 1 

3. 作文 2 

4. 作文 3 

5. 作文 4 

6. 作文 5 

7. 作文 6 

8. 作文 7 

9. 作文 8 

10. 作文 9 

11. 作文 10 

12. 作文 11 

13. 作文 12 

14. 复习和期末考试 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

课外学习内容在每次上课时通知。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末テスト(30%)/授業参加度(40%)/課題等(30%) 

出勤率达不到 3/4者将失去获得本门课成绩的资格。Attendance rate has to be higher than 3/4 to get a score for 

this course. 

 

テキスト（Textbooks） 

教学材料每次上课以前分发。教材は毎回授業前に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

每次上课时布置。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・对象：适合已经完成了中级汉语学习的学生，或者汉语水平相当于 HSK4级-5级、中国语检定 3级的学生。 

 

・教学方法：讲授、pair work， group work，discussion. 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ774 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語ライティング２ 

(Advanced Chinese Writing 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
趙 雪倩(ZHAO XUEQIAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

      书面表达是语言学习的一个重要方面，本课程通过课堂讲授和写作练习，引导学生学习并运用相关的写作技巧，帮

助学生解决写作实践中遇到的种种困难和问题，使学生掌握所学文章体裁的写作要点，从而能够比较准确地用汉语进行书

面表达，提高汉语写作水平,培养学生们的汉语写作能力和兴趣。 

 

Writing is an important skill in language learning. This course combines classroom lecture and writing exercises to help students 

obtain the relevant skills in writing Chinese and overcome various difficulties arising from writing practices. Students will also 

learn the writing styles needed on daily basis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

       包括语言训练与写作训练两部分，通过课堂讲解和写作实践帮助学生熟悉并掌握记叙文、说明文以及议论文等其他

应用文体的写作技巧，让学生们知道应该写什么以及怎么写。每次课堂教学会要求学生写一篇作文，教学过程为：（1）学

习语言和文体知识;(2)语言训练；（3）写作内容的思考和讨论；（4）写作练习；（5）作文修改。 

 

The course consists of language and writing training. The participants are required to grasp the techniques in narrative, 

expository, and argumentative and other practical writings to become clearly aware of what and how to write in Chinese. After 

every class, students will be assigned a different writing task. The teaching process includes: (1) learning knowledge of language 

and style, (2) language exercise, (3) reflection and discussion of writing content, (4) writing practice, and (6) writing revision. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 记叙文（1） 

2. 记叙文（2） 

3. 说明文（1） 

4. 说明文（2） 

5. 阅读一篇文章并写摘要 

6. 材料作文（1） 

7. 材料作文（2） 

8. 材料作文（3） 

9. 材料作文（4） 

10. 议论文（1） 

11. 议论文（2） 

12. 议论文（3） 

13. 议论文（4） 

14. 复习和测验 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

课外学习内容在每次上课时通知。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末テスト(40%)/授業参加度(40%)/課題等(20%) 

出勤率达不到 3/4者将失去获得本门课成绩的资格。 Attendance rate has to be higher than 3/4 to get a score for 

this course. 

 

テキスト（Textbooks） 

教学材料每次上课以前分发。教材は毎回授業前に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

每次上课时布置。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・对象：适合已经完成了中级汉语学习的学生，或者汉语水平相当于 HSK5级、中国语检定 2级-3级的学生。 

 

・教学方法：讲授、pair work， group work，discussion. 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ775 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語リスニング・リーディング１ 

(Advanced Chinese Listening & Reading 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
王 紅艶(WANG HONGYAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本课程重点培养学生的听力和阅读能力，训练学生“听”和“读”的技能。通过各种练习，训练学生能在具体语境中理解

说话人的基本意图，能准确获取各种具体信息，能在对话中揣摩说话人的态度，捕捉语言背后的各种有用的信息，具有根

据语境猜词的能力。 

 

The main goal of this course is to develop students' listening and reading abilities, train students' "listening" and "reading" 

skills. Through practices, students are trained to grasp the basic intention of the speaker in specific language environment, 

accurately acquire basic information, capture the attitude of the speaker in the conversation, understand all the useful 

information behind the language and, and develop the ability to guess the meaning based on the context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

课程每次围绕一个话题，选择与学生生活关系密切的材料进行精听和泛听练习，课程将通过多种不同的练习方式，来进行

重点词语、重点句式的训练，通过讲解和练习克服听力中的难点，培养听力技巧，提高听力水平。 

上课前会要求学生预习生词。阅读和话题有关的材料，在上课时会结合“听”的内容进行阅读练习。 

 

This course revolves around one topic every time. Materials closely related to students' life are adopted for the training of 

intensive and extensive listening. Different training modes are combined for key vocabulary and sentence pattern training in this 

course. Through the teacher's interpretation and training, students can overcome difficulties in listening, develop their listening 

skills, and improve their listening proficiency. 

Before the class begins, students are required to preview new vocabularies, and read materials related to the topic. In class, the 

teacher will combine the content of “listening” for reading exercises. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 中国的学校(1) 

3. 中国的学校(2) 

4. 中国的民族(1) 

5. 中国的民族(2) 

6. 中国人的婚丧嫁娶(1) 

7. 中国人的婚丧嫁娶(2) 

8. 中国的节气(1) 

9. 中国的节气(2) 

10. 中国的节日(1) 

11. 中国的节日(2) 

12. 中国的饮食(1) 

13. 中国的饮食(2) 

14. 总复习•期末测验 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

课外学习内容在每次上课时通知。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

课堂表现(40%)/老师布置的教学任务（包括平时作业）的完成情况(20%)/期末测验(40%) 

出勤率达不到 3/4者将失去获得本门课成绩的资格。出席率が３／４に満たない場合、単位を取得する資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1、要经常看中国的新闻 

2、课程开始时，汉语水平为 HSK4 级 

3、每次课发教材 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 928 - 

■FQ776 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語リスニング・リーディング２ 

(Advanced Chinese Listening & Reading 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
王 紅艶(WANG HONGYAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本课程重点培养学生的听力和阅读能力，训练学生“听”和“读”的技能。通过各种练习，训练学生能在具体语境中理解

说话人的基本意图，能准确获取各种具体信息，能在对话中揣摩说话人的态度，捕捉语言背后的各种有用的信息，具有根

据语境猜词的能力。 

 

The main goal of this course is to develop students' listening and reading abilities, train students' "listening" and "reading" 

skills. Through practices, students are trained to grasp the basic intention of the speaker in specific language environment, 

accurately acquire basic information, capture the attitude of the speaker in the conversation, understand all the useful 

information behind the language and, and develop the ability to guess the meaning based on the context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

课程每次围绕一个话题，选择与学生生活关系密切的材料进行精听和泛听练习，课程将通过多种不同的练习方式，来进行

重点词语、重点句式的训练，通过讲解和练习克服听力中的难点，培养听力技巧，提高听力水平。 

上课前会要求学生预习生词。阅读和话题有关的材料，在上课时会结合“听”的内容进行阅读练习。 

 

This course revolves around one topic every time. Materials closely related to students' life are adopted for the training of 

intensive and extensive listening. Different training modes are combined for key vocabulary and sentence pattern training in this 

course. Through the teacher's interpretation and training, students can overcome difficulties in listening, develop their listening 

skills, and improve their listening proficiency. 

Before the class begins, students are required to preview new vocabularies, and read materials related to the topic. In class, the 

teacher will combine the content of “listening” for reading exercises. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自我介绍、确认每个同学的汉语水平 

2. 中国的大学生(1) 

3. 中国的大学生(2) 

4. 中国的民族问题(1) 

5. 中国的民族问题(2) 

6. 中国人的风俗习惯(1) 

7. 中国人的风俗习惯(2) 

8. 中国的名胜古迹(1) 

9. 中国的名胜古迹(2) 

10. 中国人的出国游(1) 

11. 中国人的出国游(2) 

12. 中日文化交流(1) 

13. 中日文化交流(2) 

14. 总复习•期末测验 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

课外学习内容在每次上课时通知。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

课堂表现(40%)/老师布置的教学任务（包括平时作业）的完成情况(20%)/期末测验(40%) 

出勤率达不到 3/4者将失去获得本门课成绩的资格。出席率が３／４に満たない場合、単位を取得する資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1、要经常看中国的新闻 

2、课程开始时，汉语水平为 HSK4-5级 

3、每次上课发教材 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ777 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語演習１ 

(Advanced Chinese 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
李 フェイ(LI FEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  本课程主要培养学生的阅读理解能力，以及用汉语思考、表述自己想法的表达能力。通过每周的阅读与写作来加深对汉

语、中国文化的理解。 

 

In this course students can improve their reading ability and the ability to think and give opinions by Chinese. We will do the 

training of reading and writing every week to get more knowledge of Chinese and China. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  本课程每周将指定阅读教材，学生们各自在课下预习后，课上围绕语言的奥秘、日语和汉语的差别等问题进行小组讨论

与发表。然后一起完成每课的练习题。通过阅读、口头表述等训练，学生可以综合性地提高其汉语水平。 

 

In this course, we use the textbook which is on the topics of languages. Students have to read them in advance every week and 

do the discussion with other people at class. Finally, we review the lesson by doing the drill in the textbook. By these training, 

students can improve their Chinese comprehensively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 数字的活用（1） 

2. 数字的活用（2） 

3. 外来词（1） 

4. 外来词（2） 

5. 月亮吃苹果 

6. 施事与受事（1） 

7. 施事与受事（2） 

8. “恢复疲劳”的争论 

9. 下雨天，留客天 

10. “下”“雨”“了”的排列方式 

11. 歧义是怎样产生的（1） 

12. 歧义是怎样产生的（2） 

13. 用字双成 

14. “慢”话 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

  学生需要每周提前预习阅读材料，有时需要完成课外作业。 

  根据课程进展，每周的内容会有调整。 

   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

课上发表（授業内発表）(20%)/作业的提交、完成情况(宿題提出と完成度)(30%)/课上小测验(授業内小テスト)(40%)/期末

测验(期末テスト)(10%) 

出席率不满 3分之 2的人将失去取得学分的资格。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 相原茂 内田慶市、2014、『ことばのふしぎー中国語学読本』、朝日出版社 (ISBN:9784255452500) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本课程全部使用汉语授课。 

本课程相当于 HSK4-5级水平。 
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学生在课上会有小组讨论，个人发表等活动。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ778 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語演習２ 

(Advanced Chinese 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
李 フェイ(LI FEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  本课程主要培养学生的阅读理解能力，以及用汉语思考、表述自己想法的表达能力。通过每周的阅读与写作来加深对汉

语、中国文化的理解。 

 

In this course students can improve their reading ability and the ability to think and give opinions by Chinese. We will do the 

training of reading and writing every week to get more knowledge of Chinese and China. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  本课程每周将指定阅读教材，学生们各自在课下预习后，课上围绕语言的奥秘、日语和汉语的差别等问题进行小组讨论

与发表。然后一起完成每课的练习题。通过阅读、口头表述等训练，学生可以综合性地提高其汉语水平。 

 

 In this course, we use the textbook which is on the topics of languages. Students have to read them in advance every week 

and do the discussion with other people at class. Finally, we review the lesson by doing the drill in the textbook. By these 

training, students can improve their Chinese comprehensively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. “谢谢……”（1） 

2. “谢谢……”（2） 

3. 点头是表示赞同吗？（1） 

4. 点头是表示赞同吗？（2） 

5. 生前・死前（1） 

6. 生前・死前（2） 

7. 语言和表情达意（1） 

8. 语言和表情达意（2） 

9. “考研究生”到底谁去考（1） 

10. “考研究生”到底谁去考（2） 

11. 性格演员和多功能演员 

12. 疑问句(1) 

13. 疑问句(2) 

14. 方言与普通话 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

  学生需要每周提前预习阅读材料，有时需要完成课外作业。 

  根据课程进展，每周的内容会有调整。 

   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

课上发表（授業内発表）(20%)/作业的提交、完成情况(宿題提出と完成度)(30%)/课上小测验(授業内小テスト)(40%)/期末

测验(期末テスト)(10%) 

出席率不满 3分之 2的人将失去取得学分的资格。出席率が２／３に満たない場合、単位を取得する資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 相原茂 内田慶市、2016、『ことばのしくみー中国語学読本(Ⅱ)』、朝日出版社 (ISBN:9784255452777) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本课程全部使用汉语授课。 

本课程相当于 HSK5级水平。 
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学生在课上会有小组讨论，个人发表等活动。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ799 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

言語情報処理論（中国語） 

(Information processing and language(Chinese)) 

担当者名 

（Instructor） 
川 浩二(KAWA KOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目関連科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国では、ソーシャルネットワークサービスは、実際の生活における人々の相互作用に不可欠なツールとなっています。 

またインターネットは、中国語でのデータ検索をより簡単かつ多様にしました。 

このクラスの目標は、情報処理の基本的な技能を習得するとともに、中国語の技能を向上させることです。 

 

In China, social networks services have become an indispensable tool for the interaction of people in real life. The internet has 

made data retrieval in Chinese easier and more diverse. This course aims to learn some basic skills of information processing 

and to improve Chinese language skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

このクラスでは、最初にコンピューターまたはモバイルデバイスを使用して中国語を入力する方法を学習し、次に情報を検索する

方法を学習し、最後に情報のプレゼンテーションを作成し、中国語で発表します。 

 

In this course, students will first learn how to type in Chinese using a computer or mobile device and then learn how to search 

for information, finally making a presentation of the information in Chinese. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 中国語入力の基礎 簡体字と繁体字 

3. 中国語入力の基礎 オンライン辞書の利用 

4. 中国語入力の基礎 中国語 SNSの利用 

5. 中国語の書き言葉 レシピ 1 

6. 中国語の書き言葉 レシピ 2 

7. 中国語の書き言葉 ニュースサイト 1 

8. 中国語の書き言葉 ニュースサイト 2 

9. 中国関連ニュースとメディアリテラシー1 

10. 中国関連ニュースとメディアリテラシー2 

11. インタビューとドキュメンタリー1 

12. インタビューとドキュメンタリー2 

13. 中国語でのプレゼンテーション 1 

14. 中国語でのプレゼンテーション 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

インターネットを用いた教学システム上で課題の提出をしてもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(30%)/授業における発言と回答(30%)/最終テスト（Final Test）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業を履修する際には、中国語を週 2 コマ、1 年間学習した以上の中国語力があることを前提とする。中国語ネイティブの学

生の履修は妨げないが、授業ではノンネイティブの学生の学習を助けるチューターとしての役割を担ってもらうことがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ821 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語中級１ 

(Intermediate Chinese 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
森平 崇文(MORIDAIRA TAKAFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の話す・聞く・読む・書くの 4 技能の向上をはかり，HSK３級、中国語検定試験４級の合格を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

初中級レベルのテキストを用い、中国語の基礎力を養うとともに、プレゼンテーションや会話実践を通じ、表現力を習得していく。

実際の検定問題を解くことで、リスニング力，語彙力，読解力の強化をはかる。適宜小テストを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／レベルチェック 

2. テキスト第１課～第 3 課/リスニング（AB式） 

3. テキスト第 4 課～第 6 課/リスニング（AB式）/小テスト 

4. テキスト第 7 課～第 9 課/リスニング（ABA式）/小テスト 

5. テキスト第 10 課～第 12 課/リスニング（ABA式）/小テスト 

6. テキスト第 13 課～第 15 課/プレゼンテーション/小テスト 

7. テキスト第 16 課～第 18 課/プレゼンテーション/小テスト 

8. テキスト第 19 課～第 21 課/プレゼンテーション/小テスト 

9. テキスト第 22 課～第 24 課/リスニング（長文形式）/小テスト 

10. テキスト第 25 課～第 27 課/リスニング（長文形式）/小テスト 

11. テキスト第 28 課～第 30 課/リスニング（HSK3 級）/小テスト 

12. テキスト第 31 課～第 33 課/リスニング（HSK3 級）/小テスト 

13. テキスト第 34 課～第 36 課/スピーチ 

14. 総復習、期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回の授業には必ず出席すること。小テストの範囲，予習内容については授業中に指示する。授業以外に予習，復習のための

時間を確保すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト（３％×１０回）(30%)/授業中に指示する提出物及び授業内での発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 林松涛・謝辰、2019、『すらすらさくさく中国語中級ドリル 1000』、東方書店 (ISBN-13: 978-4497219015) 

テキスト以外の教材についてはプリントを授業時に配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時レベル HSK3 級 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ822 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語中級１ 

(Intermediate Chinese 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
白方 直美(SHIRAKATA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初級で学んだ既習内容を復習し、「聴く」「話す」「読む」「書く」の四技能を更にレベルアップして中級レベルの中国語力を身につけ

ることを目指す。 

 

This course will review the contents learned in the beginner's class. The aim is to further improve the 4 required skills (listening, 

speaking, reading and writing) and acquire the proficiency of intermediate Chinese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１回の授業で１課を学ぶ。先ずは文法と文型を学習してから会話文を朗読、暗記する。会話文は新出単語も少なく、短いので、覚

えやすく実際に役立つ。 

 

Students will complete one textbook chapter each class. First, they will study new grammar and practice sentence patterns, 

then they will read conversations and memorize them. Each conversation has a few new words and us short, easy to memorize, 

and very useful. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 第１課 朝の公園 第２課 悪い石 

2. 第３課 餃子 第４課 寒くないか 

3. 第５課 麻雀をする 第６課 お見合いコーナー 

4. 第７課 レンタル彼女 第８課 ピアノ、おじょうずね 

5. 第９課 無洗米 第１０課 温かいものを食べたい 

6. 第１１課 転職する 第１２課 プライバシー 

7. 第１課から第１２課の復習と確認(中間テスト） 

8. 第１３課 曖昧な日本語 第１４課 まだお昼も食べていないんだよ 

9. 第１５課 呼び方 第１６課 返事のしかた 

10. 第１７課 花露水 第１８課 上下関係 

11. 第１９課 他人行儀 第２０課 スイカがショッパイ 

12. 第２１課 白い花 第２２課 眼にゴミが入った 

13. 第２３課 見送り 第２４課 縁起をかつぐ 

14. 第１３課から第２４課の復習と確認（期末テスト） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業前に単語を覚え、文法に目を通しておくことが望ましい。授業後は覚えた内容を忘れないように、繰り返し練習すること。また

HSK や中国語検定など各種検定試験も積極的に受験してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/授業への参画度や課題など(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 相原茂・費燕・蘇明、2020、『マンガ日中いぶこみ劇場』、朝日出版社 (978-4-255-45335-4C1087) 

各種「中日辞書」、「日中辞書」 電子辞書も可 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時レベル：HSK３級 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ823 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語中級２ 

(Intermediate Chinese 2  (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
趙 雪倩(ZHAO XUEQIAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

   本课程让学生们有机会在没有中介语参与的前提之下学习汉语。课程目的是提高学生们的中文水平，通过学习更多

实用的短语和句型加深他们对学过的汉语语法的理解。与此同时，这门课程还将致力于提高学生们中文日常会话的能力。 

 

This course offers an effective way to learn Chinese without the aid of Japanese by improving students' Chinese proficiency 

and deepening their understanding of the Chinese grammar they have learned previously through adding more useful 

expressions. This course will also help students enhance their communication skills in Chinese for daily life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

   本课程的主要内容是中国的风俗习惯。学生们将学会尽量摆脱对中介语的依赖。他们将学习那些与交友、隐私、邻

里关系、过年、婚姻、竞争、幸福、情侣、家教、矛盾冲突以及海外留学等风尚习俗相关的常用句型、短语和词汇。 

 

This course is mainly about Chinese customs. The students will be encouraged to learn Chinese by using Chinese. They are 

going to learn those sentence patterns, expressions, and vocabularies frequently applied when discussing friendship, privacy, 

neighbors, spring festival, marriage, competition, happiness, love, private tutors, conflicts, and studying abroad. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第一课 朋友 

2. 第二课 隐私 

3. 第三课 外人 

4. 第四课 邻居 

5. 第五课 过年 

6. 中间复习 

7. 第六课 结婚 

8. 第七课 竞争 

9. 第八课 幸福 

10. 第九课 情侣 

11. .第十课 家教 

12. 第十一课 矛盾  

13. 第十二课 留学 

14. 总复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

课外学习内容在每次上课时通知 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末テスト(40%)/授業参加度(40%)/課題等(20%) 

出勤率少于四分之三将失去获得本课程学分的资格。出席率が 3/4未満の場合、単位を得る資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 南 勇、2016、『チャレンジ！二年生の中国語 』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-45270-8) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・对象：已经学习了初级汉语的学生，或者汉语水平是 HSK3级、中国语检定 4级的学生。 

 

・教学方法：讲授、pair work， group work，discussion.  

 



 - 938 - 

注意事項（Notice） 
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■FQ824 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語中級２ 

(Intermediate Chinese 2  (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
白方 直美(SHIRAKATA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中級１にひき続き、既習文法を復習しながら複文構造を学び、運用能力の向上を目指す。自然な表現を身に着けてコミュニケー

ション能力を高める。 

 

As a follow-up to "Intermediate Chinese 1," students will learn complex sentence structures while reviewing grammar already 

learned. The aim is for students to improve operational skills of Chinese and improve communication skills by learning natural 

expressions.  

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回の授業で１課を学ぶ。テキストのテーマごとに基本表現を学び、既習文法と新しい文法の練習問題をしっかりやって定着さ

せる。会話文二つと短文を学んで表現力を深める。 

 

In this course, students will complete one section in each of two classes per week. They will follow along with the text theme to 

learn basic expressions, review already learned grammar, and learn new grammar through thorough practice. They will also 

broaden their ability to express themselves through conversation and short sentence practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 第一課「談家庭」 

2. 第二課「談方位」 

3. 第三課「談時間」 

4. 第四課「談愛好」 

5. 第五課「談天気」 

6. 第六課「談体育」 

7. 第一課から第六課の復習と確認（中間テスト） 

8. 第七課「談旅遊」 

9. 第八課「談飲食」 

10. 第九課「談交通」 

11. 第十課「談看病」 

12. 第十一課「談購物」 

13. 第十二課「談節日」 

14. 第七課から第十二課の復習と確認（期末テスト） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

練習問題は予習段階で事前に解いておくのが望ましい。また閲読も事前に目を通して、テキストにない単語は辞書で調べ、わか

らない部分は質問できるようにしておくこと。授業後はよく復習して、HSKや中国語検定など各種検定試験を積極的に受験してほ

しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/授業への参画度や課題など(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 除送迎、2019、『仲間で話そう中国語』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-45320-0) 

各種「中日辞書」、「日中辞書」 電子辞書も可  

2020 年 7 月 31 日付変更（変更理由：品切のため） 

【変更前】著者名：楊暁安、書籍名：『現代中国アラカルト』、出版社：郁文堂、出版年：2017、ISBN：978-4-261-01869-1 C1087 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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授業開始時レベル：HSK４級 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ825 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード１ 

(Intermediate Chinese 1 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
川 浩二(KAWA KOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の学習を一年間終えた学生が、「ものごとの事情や情報を案内」できるようにする。 

 

Help  the students have completed one year of Chinese language learning to be able to “provide information and assistance” in 

Chinese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書のシチュエーションからタスクを設定し、そのタスクを達成できるように訓練していく。 

具体的な場面を想定し、その場面で必要な言葉を考え、その言葉はどのような文型を使って伝えればうまくいくのか、既習の文型

と単語を駆使しつつ、さらに必要な文型と単語の拡張をはかる。 

文と単語の拡張については、インターネットを介した単語帳型の学習支援アプリケーションを利用する。 

どちらも習った文法と語彙を型通り使うだけではなく、自分の表現したいことにより寄り添うように考えていく。 

 

A task will be assigned from a situation in the textbook and training will be given to accomplish the task. 

Select a specific scene, think about the necessary words in that scene and what type of sentence patterns would work well, 

make full use of the sentence patterns and words already learned, then expand the necessary sentence patterns and words. 

Use an Internet based learning assistant wordbook application to expand sentences and words. 

Not only use the established grammar and vocabulary that have been learned, but also think about what you especially want to 

express. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中国語によるアイスブレイク・履修者のレベル確認 

2. 値段を言う・尋ねる 

3. 商品を比較検討する 

4. 支払いの場面でやり取りする 

5. パーソナル・データに言及する 

6. 目印を利用して目的地の場所を特定する 

7. 目的地までの行き方を説明する 

8. 目的地までの所要時間と所要金額を伝える 

9. 交通案内についての必要な情報を伝える 

10. 要求事項と禁止事項を伝える 

11. 目の前にあるものをどう処理するか、どういう状態にするか伝える 

12. 目の前にあるものをどう処理するか、どこに配置するか伝える 

13. 目の前にあるものをどう処理するか、どう移動させるか伝える 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週、インターネットを介した単語帳型の学習支援アプリケーションにより、語彙と短文の暗記を宿題として一定量課す。また、

Blackboard 上での作文課題にも取り組んでもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内の発音・発話(30%)/課題の達成度(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 古川裕監修・鈴木慶夏著、2017、『“アクション！””开始！”２—コミュニケーション中国語―』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-

45290-6) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時のレベルは HSK 2級程度（中国語を 1 年間 2 コマ履修）を念頭に置く。  

 

注意事項（Notice） 
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■FQ826 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード２ 

(Intermediate Chinese 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
楊 沛(YANG PEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1.「聴く・話す・読む・書く」という四技能を双方向的な授業を通してバランス良く向上させる。 

2. HSK4 級合格レベルの中国語能力を身につける。 

 

1. Improve the four skills of “listening, speaking, reading and writing” in a well-balanced way through interactive classes. 

2. Acquire the skills in Chinese to pass the HSK Level 4. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的にテキストに沿って進める。  

1. 聴く  

前回の授業内容に基づいた質問応答、 テキストの CD 教材や HSK4 級の過去問題を通してリスニング力をつける。  

2. 話す  

ペアワークやグループワークを通して実践的な会話練習を行う。また、身近な出来事に関する中国語スピーチ（１分程度）を実施

し、徐々に会話力をレベルアップしていく。  

3. 読む  

テキストの文章を中心に、HSK4級の過去問題も用いて、中国語長文読解に必要な訓練を行う。  

4. 書く  

作文を課す。その作文を添削し、文章を練り直す作業を通して「書く」能力を高めていく。  

5. その他  

中国の文化や風俗習慣、中国語の映画やテレビドラマなども紹介する。 

 

Basically, follow along with the textbook.  

1. Listening  

Improve listening comprehension by question-and-answer sessions based on previous classes, CD materials for the textbooks, 

and previous tests from HSK Level 4.  

2. Speaking  

Practice practical conversations in pairs or in groups. In addition, progressively improve conversation skills by delivering a 

speech in Chinese for about 1 minute on daily.  

3. Reading  

Complete the required training to be able to read and understand long passages in Chinese by mainly using sentences from the 

textbook and also using previous tests from HSK Level 4.  

4. Writing  

Essays will be assigned. Improve students' abilities to  write  by proofreading essays.  

5. Other  

Introduce Chinese culture, customs, movies, television dramas, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・質問応答による履修者のレベル確認 

2. 第１課 週末はあなたはどんな予定がありますか 

3. 第２課 彼はいつ帰ってきますか 

4. 第３課 机の上には多くの飲み物が置いてあります 

5. 第４課 彼女はいつも笑って客と話をします 

6. 第５課 私は最近だんだん太ってきました 

7. スピーチ・HSK4 級過去問演習 

8. 第６課 なぜ急に見当たらなくなったのでしょう 

9. 第７課 私は彼女と知り合ってもう５年になります 

10. 第８課 あなたの行くところに私は行きます 

11. 第９課 彼女の中国語は中国人と同じくらい上手です 

12. 第 10 課 数学は歴史よりずっと難しいです 

13. スピーチ・HSK４級過去問演習 
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14. 春学期の学習の総まとめ・期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末テスト(40%)/小テスト(30%)/課題(10%)/授業に取り組む姿勢(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 国家漢弁/北京語言大学出版社、2015、『スタンダードコース中国語 -中国語の世界標準テキスト-3』、株式会社スプリックス 

(ISBN:9784906725205) 

 

参考文献（Readings） 

中国語電子辞書や中国語辞書アプリについては授業の際に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1.授業開始時のレベルについて 

開始時 HSK3 級で、授業は日本語で行う。 

2.小テストについて  

毎回授業時間内に実施。  

次回授業開始時にフィードバックを行う。  

3.作文について  

作文は添削し、その都度フィードバックを行う。  

 

注意事項（Notice） 
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■FQ827 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード３ 

(Intermediate Chinese 3 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
川 浩二(KAWA KOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の「聞く・話す・読む・書く」の各能力をバランスよく向上することを目標とする。 

既習の単語と表現については漢字を介さず音声によって「聞く」と「話す」をつなげてやり取りできることを目指す。また語彙自体も

HSK の基準に寄り添いつつ増やしていく。 

じっさいに中国で発信されている文字の情報も取り入れて「読む」力をつける。 

HSK3 級以上の単語を自分のものにしながら、自分が目にした光景、経験した事実やそれにともなう感情の動きに沿って「書く」力

をつける。 

またこれからの時代においては欠かせない、PCやスマートフォンを介した中国語理解のための技能も身につける。 

 

The goal is to improve in a balanced way each of the “listening, speaking, reading, and writing” skills in Chinese. 

The aim is to be able to connect the skills of “listening” and “speaking” to having a conversation with the words and 

expressions already learned without using written Chinese. Increase vocabulary according to HSK’s standards. 

Acquire the skill of “reading” using written materials that are available in China. 

Acquire the skill of “writing” by making the HSK 3rd Level and higher words your own to describe the sights you see, the things 

you experience, and the feelings that go along with it. 

In addition, acquire skills for understanding the Chinese language through computers and smartphones, which is essential now 

and in the future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿いつつ会話と文章の形式と表現に慣れ、テーマを決めた作文によって自分でも表現してもらう。 

どちらも習った文法と語彙を型通り使うだけではなく、自分の表現したいことにより寄り添うように考えていく。 

自分の母語でも中国語でも、話したい、読みたい、知りたい、書きたいというどれか（あるいはすべて）に貪欲さをもって取り組める

学生に履修してほしい。 

また最新の中国事情について会話や読み物の中で提供していく。 

 

While following along with the textbook, become familiar with the format and expressions of conversations and sentences, then 

express oneself by creating a composition based on a theme that has been previously decided upon. 

Not only use the established grammar and vocabulary that have been learned, but also think about what you especially want to 

express. 

We want students who, either in their native tongue or in Chinese, are eager and want to either speak, read, learn, or write, or all 

of the above. 

The latest and up to date Chinese situations will be provided in conversation and reading materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 大学生活・履修者のレベル確認 

2. 大学の時間割 

3. 朝食 

4. 喫茶文化 

5. 飲食文化 

6. 生活習慣 

7. 交通 

8. 文化祭 

9. スポーツ 

10. 伝統演劇 

11. 方言 

12. テーブルマナー 

13. 年越し 

14. 期末テスト 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週、インターネットを介した単語帳型の学習支援アプリケーションにより、語彙と短文の暗記を宿題として一定量課す。また、

Blackboard 上での作文課題にも取り組んでもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内の発音・発話(30%)/課題の達成度(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 陳淑梅・陸薇、2017、『ことばと文化一挙両得 中級中国語』、朝日出版社 (978-4-255-45289) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時のレベルは HSK 3級程度とするが、1 年間中国語を履修したあと、ブランクがある場合にも履修は可能である。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 947 - 

■FQ828 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード４ 

(Intermediate Chinese 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
楊 沛(YANG PEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1.「聴く・話す・読む・書く」という四技能を双方向的な授業を通してバランス良く向上させる。 

2. HSK4～5 級合格レベルの中国語能力を身につける。 

 

1. Improve the four skills of “listening, speaking, reading and writing” in a well-balanced way through interactive classes. 

2. Acquire the skills in Chinese to pass the HSK Level 4-5. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的にテキストに沿って進める。  

1. 聴く  

前回の授業内容に基づいた質問応答、 テキストの CD 教材や HSK4～5 級の過去問題を通してリスニング力をつける。  

2. 話す  

ペアワークやグループワークを通して実践的な会話練習を行う。また、身近な出来事に関する中国語スピーチ（１分程度）を実施

し、徐々に会話力をレベルアップしていく。  

3. 読む  

テキストの文章を中心に、HSK4～5 級の過去問題も用いて、中国語長文読解に必要な訓練を行う。  

4. 書く  

作文を課す。その作文を添削し、文章を練り直す作業を通して「書く」能力を高めていく。  

5. その他  

中国の文化や風俗習慣、中国語の映画やテレビドラマなども紹介する。 

 

Basically, follow along with the textbook.  

1. Listening  

Improve listening comprehension by question-and-answer sessions based on previous classes, CD materials for the textbooks, 

and previous tests from HSK Level 4-5.  

2. Speaking  

Practice practical conversations in pairs or in groups. In addition, progressively improve conversation skills by delivering a 

speech in Chinese for about 1 minute on daily.  

3. Reading  

Complete the required training to be able to read and understand long passages in Chinese by mainly using sentences from the 

textbook and also using previous tests from HSK Level 4-5.  

4. Writing  

Essays will be assigned. Improve students' abilities to  write  by proofreading essays.  

5. Other  

Introduce Chinese culture, customs, movies, television dramas, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・質問応答による履修者のレベル確認 

2. 第 11 課 空調を切るのを忘れないでください 

3. 第 12 課 大切なものは私のところに置いてください 

4. 第 13 課 私は歩いて帰ってきたのです 

5. 第 14 課 果物を持ってきてください 

6. 第 15 課 そのほかは何も問題ありません 

7. スピーチ・HSK4 級過去問演習 

8. 第 16 課 私は今疲れていて退社したらすぐに寝たいほどです 

9. 第 17 課 誰だってあなたの「病気」を治せます 

10. 第 18 課 私は彼らが賛成すると信じています 

11. 第 19 課 見ても分かりませんでしたか 

12. 第 20 課 私は彼に影響されました 

13. スピーチ・HSK５級過去問演習 
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14. 秋学期の学習の総まとめ・期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末テスト(40%)/小テスト(30%)/課題(10%)/授業に取り組む姿勢(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 国家漢弁/北京語言大学出版社、2015、『スタンダードコース中国語 -中国語の世界標準テキスト-3』、株式会社スプリックス 

(ISBN:9784906725205) 

 

参考文献（Readings） 

中国語電子辞書や中国語辞書アプリについては授業の際に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1.授業開始時のレベルについて 

開始時 HSK3～４級で、授業は日本語で行う。 

2.小テストについて  

毎回授業時間内に実施。  

次回授業開始時にフィードバックを行う。  

3.作文について  

作文は添削し、その都度フィードバックを行う。  

 

注意事項（Notice） 
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■FQ831 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語コミュニケーション１ 

(Advanced Chinese Communication 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
楊 沛(YANG PEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本课程的目标是培养学生的汉语交际能力。通过在特定情景中的汉语交际练习，帮助学生大胆开口说汉语，同时掌握更为

复杂的汉语交际技巧，使学生能够使用汉语表达自己的想法和意见，并且能够流畅自如地使用汉语进行沟通。     

 

The goal of this course of is to develop students’ communication skills in Chinese. Through various communicative practices, 

this course intends to help students speak up, and grasp communication skills in advanced Chinese. It also aims to help 

students express their thoughts and ideas in Chinese, and be able to communicate in Chinese more fluently and accurately. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本课程全部用汉语授课。围绕与中国社会文化密切相关的话题开展教学。在教学中以学生为主，精讲多练。每次上课围绕

一个话题，从词语、句子、语段及课文理解方面进行训练，在此基础上采用一对一练习会话、分小组进行讨论和发表、自

编对话和班级辩论会等多种方式进行交际练习活动，调动学生的学习积极性和主动性，从而提高他们的汉语交际能力。      

 

This course is taught in Chinese and revolves around topics closely related to Chinese society and Chinese culture. Each class 

intends to be student-centered with limited teacher talk. Under a topic, the teacher will give students words, sentences and 

paragraph exercises, and exercises for understanding the text in each class. On this basis, a variety of communication exercises 

are organized, including speaking Chinese in pairs, discussions and presentations in small groups, making dialogue, and in-class 

debates etc., to increase students’ motivation and initiative to learn, so as to develop their Chinese communication abilities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 介绍本学期的学习目标、学习内容和教学计划等、日常汉语口语情景对话 

2. 第 1 课 网络生活 

3. 第 2 课 自然环境 

4. 第 3 课 世界这么大 

5. 第 4 课 日本文化在中国 

6. 第 5 课 房地产泡沫  

7. 第 6 课 大学生的梦想 

8. 第 7 课 人口问题 

9. 第 8 课 交通大开发 

10. 第 9 课 汉语中的外来词 

11. 第 10 课 高考 

12. 第 11 课 海外的中国人 

13. 第 12 课 节假日 

14. 复习和期末测验 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

每次上课时布置 

（授業中に指示する） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末测验（期末テスト）(40%)/课堂表现（授業参加度）(40%)/平时作业（課題）(20%) 

 出勤率少于四分之三将失去获得本课程学分的资格。（出席率が 3/4未満の場合、単位を得る資格を失う。） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 張恒悦／古川裕 監修、2019、『『巨大中国の今―中級中国語ディベートへの招待』』、朝日出版社 

(ISBN:9784255453217) 

 

参考文献（Readings） 

每次上课时布置 
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（授業中に指示する） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・对象：适合已修完中级汉语课程的学生，或者汉语水平相当于 HSK4级-5级、中国语检定 3级的学生。 

 

・教学方法：讲授、pair work， group work，discussion.  

 

注意事項（Notice） 
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■FQ832 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語コミュニケーション２ 

(Advanced Chinese Communication 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
趙 雪倩(ZHAO XUEQIAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

    汉语教学的主要目标是培养学习者的汉语交际能力。本课程通过在特定情景中的汉语交际练习，改善学生的汉语发

音，帮助学生掌握地道的汉语口语，提高学生口语表达的准确度和流利度；使其掌握更为复杂的汉语交际技巧，从而在实

际生活中更加流利自如地运用汉语进行表达和交流。 

 

The objective of teaching Chinese as a foreign language is to enhance the learners' communicative skills. Through 

communicative exercises, this course will improve the participants’ pronunciations and deepen their understandings in authentic 

Chinese. Participants will finish the course able to speak Chinese more fluently and accurately and able to use advanced 

Chinese communicative techniques. 

 

授業の内容（Course Contents） 

       本课程全部用汉语授课。话题主要是跟社会、生活以及文化等密切相关的内容。课文内容尽量贴近学生的生活。每

次上课，会根据话题学习相关的词语和课文，进行句子和语段的操练，在此基础上开展各种情景交际表达练习，从而提高

学生的汉语口语水平，培养学生的交际能力。上课的基本环节包括：（1）语言准备；（2）机械性训练；（3）半自由训练；

（4）交际性训练。在教学中，以精讲多练为原则，在大量的练习中培养学习者的汉语交际能力。 

 

This course is taught in Chinese and covers society, everyday life, and culture. The content is highly relevant to students' lives. 

The instructor will introduced terms related to the topic, then the participants will engaged in situational communicative 

exercises aimed at enhancing their communication skills and improving their Chinese proficiency. The basic teaching process in 

a session will include: (1) language preparation, (2) mechanical exercises, (3) semi-free exercises, and (5) communication 

exercises. The principal of teaching is to combine concise explanations with abundant communication. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生活话题（1） 

2. 生活话题（2） 

3. 生活话题（3） 

4. 生活话题（4） 

5. 文化话题（1） 

6. 文化话题（2） 

7. 文化话题（3） 

8. 文化话题（4） 

9. 社会话题（1） 

10. 社会话题（2） 

11. 社会话题（3） 

12. 经济话题（1） 

13. 经济话题（2） 

14. 复习和期末测验 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

课外学习内容在每次上课时通知 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末テスト(40%)/授業参加度(40%)/課題等(20%) 

 出勤率少于四分之三将失去获得本课程学分的资格。·出席率が 3/4未満の場合、単位を得る資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

教学材料每次上课以前分发。教材は毎回授業前に配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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每次上课时布置。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・对象：适合已经完成了中级汉语学习的学生，或者汉语水平相当于 HSK4级-5级、中国语检定 3级的学生。 

 

・教学方法：讲授、pair work， group work，discussion.  

 

注意事項（Notice） 
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■FQ833 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語ライティング１ 

(Advanced Chinese Writing 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
李 フェイ(LI FEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本课程主要培养学生的汉语写作能力。提高汉语写作水平，最关键的是大量阅读、并在阅读中学会用汉语去思考、表达。

本课程将力在同时锻炼学生的这两种能力。 

 

This course is intended to improve the ability of Chinese writing.To improve this ability,one must read more and try to think in 

Chinese. Students will enhance these two abilities at the same time in this course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本课程主要培养学生学写游记、说明文、随笔、读后感这四种文体的文章。每一文体用三节课教授。第一周教师先提供范

文，学生需要理解范文并加以概括。第二周由学生自己对要写的文章进行构思、收集材料、然后写出提纲。第三周是完成

写作，并在课上发表。教师会随时加以点评和指导。 

 

In this course students can learn the skill to write these four styles of paper: 1 travelogue, 2 description, 3 essay, 4 book 

review. Each style training takes three weeks(three lessons).In first lesson,the training is to read a sample paper and give an 

abstract. In second lesson, students prepare for their papers. For example, they do the brainstorming and gather information, 

then write an abstract. In third lesson, students have to finish their papers and do a short presentation to others.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 汉语写作指南 

2. 翻译练习 

3. 游记 1－阅读范文与概括 

4. 游记 2－构思与提纲 

5. 游记 3－作文发表 

6. 说明文－阅读范文与概括 

7. 说明文－构思与提纲 

8. 说明文－作文发表 

9. 随笔－阅读范文与概括 

10. 随笔－构思与提纲 

11. 随笔－作文发表 

12. 读后感－阅读范文与概括 

13. 读后感－构思与提纲 

14. 读后感－作文发表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 学生需要在课下完成阅读、写作的作业。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(30%)/プレゼンテーション(30%)/課題提出、完成度(40%) 

出勤率达不到 2/3者将失去获得本门课成绩的资格。Attendance rate has to be higher than 2/3 to get a score for 

this course. 

 

テキスト（Textbooks） 

教学材料每次上课以前分发。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

对象：汉语水平相当于 HSK4级-5级、中国语检定 3级的学生 

学生需要在课上做一些小组讨论和个人发表。 
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注意事項（Notice） 
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■FQ834 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語ライティング２ 

(Advanced Chinese Writing 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
趙 雪倩(ZHAO XUEQIAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

      书面表达是语言学习的一个重要方面，本课程通过课堂讲授和写作练习，引导学生学习并运用相关的写作技巧，帮

助学生解决写作实践中遇到的种种困难和问题，使学生掌握所学文章体裁的写作要点，从而能够比较准确地用汉语进行书

面表达，提高汉语写作水平,培养学生们的汉语写作能力和兴趣。 

 

Writing is an important skill in language learning. This course combines classroom lecture and writing exercises to help students 

obtain the relevant skills in writing Chinese and overcome various difficulties arising from writing practices. Students will also 

learn the writing styles needed on daily basis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

       包括语言训练与写作训练两部分，通过课堂讲解和写作实践帮助学生熟悉并掌握记叙文、说明文以及议论文等其他

应用文体的写作技巧，让学生们知道应该写什么以及怎么写。每次课堂教学会要求学生写一篇作文，教学过程为：（1）学

习语言和文体知识;(2)语言训练；（3）写作内容的思考和讨论；（4）写作练习；（5）作文修改。 

 

The course consists of language and writing training. The participants are required to grasp the techniques in narrative, 

expository, and argumentative and other practical writings to become clearly aware of what and how to write in Chinese. After 

every class, students are going to be assigned a different writing task. The teaching process includes: (1) learning knowledge of 

language and style, (2) language exercise, (3) reflection and discussion of writing content, (4) writing practice, and (6) writing 

revision. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 记叙文（1） 

2. 记叙文（2） 

3. 说明文（1） 

4. 说明文（2） 

5. 阅读一篇文章并写摘要 

6. 材料作文（1） 

7. 材料作文（2） 

8. 材料作文（3） 

9. 材料作文（4） 

10. 议论文（1） 

11. 议论文（2） 

12. 议论文（3） 

13. 议论文（4） 

14. 复习和测验 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

课外学习内容在每次上课时通知。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末テスト(40%)/授業参加度(40%)/課題等(20%) 

出勤率达不到 3/4者将失去获得本门课成绩的资格。 Attendance rate has to be higher than 3/4 to get a score for 

this course. 

 

テキスト（Textbooks） 

教学材料每次上课以前分发。教材は毎回授業前に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

每次上课时布置。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・对象：适合已经完成了中级汉语学习的学生，或者汉语水平相当于 HSK5级、中国语检定 2级-3级的学生。 

 

・教学方法：讲授、pair work， group work，discussion. 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ835 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語リスニング・リーディング１ 

(Advanced Chinese Listening & Reading 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
李 フェイ(LI FEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  本课程将尽可能地使用一些实际教材，使学生通过多听多读的训练提高自己的听力与阅读能力。同时，在学习过程中能

够加深对中国的了解。 

 

This course will incorporate some audiovisual materials as textbooks. Students can improve their listening and reading ability by 

extensive training in leading and reading and can also get more knowledge of Chinese culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  本课程将使用各种媒体教材，首先让学生从视觉和听觉上接触学习内容。然后将该媒体教材转为阅读材料，再次精确地

去理解内容。通过这两种训练，学生可以从感官上提高其汉语水平，以及对汉语学习的积极性。 

 

First, students study Chinese by listening to and watching audiovisual material. Then the teacher will provide students with 

resources to help them understand more deeply. Through this training, students can improve their Chinese with their all senses 

and can also study Chinese more voluntarily. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 看儿童节目学汉语（1） 

2. 看儿童节目学汉语（2） 

3. 看儿童节目学汉语（3） 

4. 看文化节目学汉语（1） 

5. 看文化节目学汉语（2） 

6. 看文化节目学汉语（3） 

7. 看文化节目学汉语（4） 

8. 听相声学汉语（1） 

9. 听相声学汉语（2） 

10. 听相声学汉语（3） 

11. 听相声学汉语（4） 

12. 听广播学汉语（1） 

13. 听广播学汉语（2） 

14. 听广播学汉语（3） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学生需要在课下复习每周的学习内容，并完成老师指定的作业。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

作业的提交、完成情况(宿題提出と完成度)(30%)/课上口头发表(授業内口頭発表)(30%)/课上小测验(授業内小テスト)(40%) 

出席率不满 3分之 2的人将失去取得学分的资格。出席率が２／３に満たない場合、単位を取得する資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

教师会适当提供与学习内容有关的参考资料。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本课程相当于 HSK4-5级・中国语检定 3级水平。 

课程内容会根据实际进展而有变动。 

教师会提供有关教材。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ836 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語リスニング・リーディング２ 

(Advanced Chinese Listening & Reading 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
李 フェイ(LI FEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  本课程将尽可能地使用一些实际教材，使学生通过多听多读的训练提高自己的听力与阅读能力。同时，在学习过程中能

够加深对中国的了解。 

 

This course will incorporate some audiovisual materials as textbooks. Students can improve their listening and reading ability by 

extensive training in leading and reading and can also get more knowledge of Chinese culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  本课程将使用各种媒体教材，首先让学生从视觉和听觉上接触学习内容。然后将该媒体教材转为阅读材料，再次精确地

去理解内容。通过这两种训练，学生可以从感官上提高其汉语水平，以及对汉语学习的积极性。 

 

First, students study Chinese by listening to and watching audiovisual material. Then the teacher will provide students with 

resources to help them understand more deeply. Through this training, students can improve their Chinese with their all senses 

and can also study Chinese more voluntarily. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 看采访节目学汉语（1） 

2. 看采访节目学汉语（2） 

3. 看采访节目学汉语（3） 

4. 看采访节目学汉语（4） 

5. 看综艺节目学汉语（1） 

6. 看综艺节目学汉语（2） 

7. 看综艺节目学汉语（3） 

8. 看电影学汉语（1） 

9. 看电影学汉语（2） 

10. 看电影学汉语（3） 

11. 看电视剧学汉语（1） 

12. 看电视剧学汉语（2） 

13. 看电视剧学汉语（3） 

14. 看电视剧学汉语（4） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学生需要在课下复习每周的学习内容，并完成老师指定的作业。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

作业的提交、完成情况(宿題提出と完成度)(30%)/课上口头发表(授業内口頭発表)(30%)/课上小测验(授業内小テスト)(40%) 

出席率不满 3分之 2的人将失去取得学分的资格。出席率が２／３に満たない場合、単位を取得する資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

教师会适当提供与学习内容有关的参考资料。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本课程相当于 HSK5级・中国语检定 3级水平。 

课程内容会根据实际进展而有变动。 

教师会提供有关教材。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ837 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語演習１ 

(Advanced Chinese 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
李 フェイ(LI FEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  本课程主要培养学生的阅读理解能力，以及用汉语思考、表述自己想法的表达能力。通过每周的阅读与写作来加深对汉

语、中国文化的理解。 

 

 In this course students can improve their reading ability and the ability to think and give opinions by Chinese. We will do the 

training of reading and writing every week to get more knowledge of Chinese and China. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  本课程每周将指定阅读教材，学生们各自在课下预习后，课上围绕语言的奥秘、日语和汉语的差别等问题进行小组讨论

与发表。然后一起完成每课的练习题。通过阅读、口头表述等训练，学生可以综合性地提高其汉语水平。 

 

 In this course, we use the textbook which is on the topics of languages. Students have to read them in advance every week 

and do the discussion with other people at class. Finally, we review the lesson by doing the drill in the textbook. By these 

training, students can improve their Chinese comprehensively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 数字的活用（1） 

2. 数字的活用（2） 

3. 外来词（1） 

4. 外来词（2） 

5. 月亮吃苹果 

6. 施事与受事（1） 

7. 施事与受事（2） 

8. “恢复疲劳”的争论 

9. 下雨天，留客天 

10. “下”“雨”“了”的排列方式 

11. 歧义是怎样产生的（1） 

12. 歧义是怎样产生的（2） 

13. 用字双成 

14. “慢”话 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

  学生需要每周提前预习阅读材料，有时需要完成课外作业。 

  根据课程进展，每周的内容会有调整。 

   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

课上发表（授業内発表）(20%)/作业的提交、完成情况(宿題提出と完成度)(30%)/课上小测验(授業内小テスト)(40%)/期末

测验(期末テスト)(10%) 

出席率不满 3分之 2的人将失去取得学分的资格。出席率が２／３に満たない場合、単位を取得する資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 相原茂 内田慶市、2014、『ことばのふしぎー中国語学読本』、朝日出版社 (ISBN:9784255452500) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本课程全部使用汉语授课。 

本课程相当于 HSK4-5级水平。 
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学生在课上会有小组讨论，个人发表等活动。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ838 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語演習２ 

(Advanced Chinese 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
李 フェイ(LI FEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  本课程主要培养学生的阅读理解能力，以及用汉语思考、表述自己想法的表达能力。通过每周的阅读与写作来加深对汉

语、中国文化的理解。 

 

In this course students can improve their reading ability and the ability to think and give opinions by Chinese. We will do the 

training of reading and writing every week to get more knowledge of Chinese and China. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  本课程每周将指定阅读教材，学生们各自在课下预习后，课上围绕语言的奥秘、日语和汉语的差别等问题进行小组讨论

与发表。然后一起完成每课的练习题。通过阅读、口头表述等训练，学生可以综合性地提高其汉语水平。 

 

 In this course, we use the textbook which is on the topics of languages. Students have to read them in advance every week 

and do the discussion with other people at class. Finally, we review the lesson by doing the drill in the textbook. By these 

training, students can improve their Chinese comprehensively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. “谢谢……”（1） 

2. “谢谢……”（2） 

3. 点头是表示赞同吗？（1） 

4. 点头是表示赞同吗？（2） 

5. 生前・死前（1） 

6. 生前・死前（2） 

7. 语言和表情达意（1） 

8. 语言和表情达意（2） 

9. “考研究生”到底谁去考（1） 

10. “考研究生”到底谁去考（2） 

11. 性格演员和多功能演员 

12. 疑问句(1) 

13. 疑问句(2) 

14. 方言与普通话 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

  学生需要每周提前预习阅读材料，有时需要完成课外作业。 

  根据课程进展，每周的内容会有调整。 

   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

课上发表（授業内発表）(20%)/作业的提交、完成情况(宿題提出と完成度)(30%)/课上小测验(授業内小テスト)(40%)/期末

测验(期末テスト)(10%) 

出席率不满 3分之 2的人将失去取得学分的资格。出席率が２／３に満たない場合、単位を取得する資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 相原茂 内田慶市、2016、『ことばのしくみー中国語学読本(Ⅱ)』、朝日出版社 (ISBN:9784255452777) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本课程全部使用汉语授课。 

本课程相当于 HSK5级水平。 
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学生在课上会有小组讨论，个人发表等活动。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ841 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語入門 

(Beginner's Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
白方 直美(SHIRAKATA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の発音と基礎文法を習得し，基礎的なコミュニケーション能力を養うことを目標とする。中国語の表音文字である「ピンイ

ン」の読み方，書き方を学び，同時に簡体字も修得する。 

 

The goal of this course is to acquire Chinese pronunciation and basic grammar, to develop basic communication skills,to learn. 

Learn to read and write “Pinyin,” a Chinese phonetic alphabet, and at the same time to learn Simplified Chinese Charactor. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。学期中を通して，中国語学習のすべての基礎と

なる発音の習得を重視する。さらにペアワークを通じての会話練習やリスニング練習などにより基本的なスキルを習得する。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

Throughout the semester, the focus will be to acquire Chinese pronunciation as it is the basis for learning Chinese. Students 

will also , acquire basic skills in pair work by practicing conversations and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 0课 欢迎你！ 

2. 第 1课  你好！ 

3. 第 2课  谢谢！ 

4. 第 3课  你叫什么名字？ 

5. 第 4课  你家有几口人？ 

6. 第 5课  现在几点？ 

7. 第 6课  你在学汉语吗？ 

8. 第 7课  多少钱？ 

9. 第 8课  你怎么了？ 

10. 第 9课  你在哪儿呢？ 

11. 第 10课  你喜欢什么？ 

12. 第 11课  你会开车吗？ 

13. 第 12课  你想喝什么？ 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ビギニング』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41042-6 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ842 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語入門 

(Beginner's Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
南雲 大悟(NAGUMO DAIGO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の発音と基礎文法を習得し，基礎的なコミュニケーション能力を養うことを目標とする。中国語の表音文字である「ピンイ

ン」の読み方，書き方を学び，同時に簡体字も修得する。 

 

The goal of this course is to acquire Chinese pronunciation and basic grammar, to develop basic communication skills,to learn. 

Learn to read and write “Pinyin,” a Chinese phonetic alphabet, and at the same time to learn Simplified Chinese Charactor. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。学期中を通して，中国語学習のすべての基礎と

なる発音の習得を重視する。さらにペアワークを通じての会話練習やリスニング練習などにより基本的なスキルを習得する。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

Throughout the semester, the focus will be to acquire Chinese pronunciation as it is the basis for learning Chinese. Students 

will also , acquire basic skills in pair work by practicing conversations and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 0课 欢迎你！ 

2. 第 1课  你好！ 

3. 第 2课  谢谢！ 

4. 第 3课  你叫什么名字？ 

5. 第 4课  你家有几口人？ 

6. 第 5课  现在几点？ 

7. 第 6课  你在学汉语吗？ 

8. 第 7课  多少钱？ 

9. 第 8课  你怎么了？ 

10. 第 9课  你在哪儿呢？ 

11. 第 10课  你喜欢什么？ 

12. 第 11课  你会开车吗？ 

13. 第 12课  你想喝什么？ 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ビギニング』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41042-6 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 968 - 
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■FQ843 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語初級 

(Elementary Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
白方 直美(SHIRAKATA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

標準的かつ正確な発音と，ピンインの読み書きの能力を確実にし，さらに初級レベルの文法を習得し，日常的なコミュニケーショ

ン能力を養うことを目標とする。 

 

The goal is to ensure students can produce standard and accurate pronunciation, to improve their ability to read and write 

pinyin, to learn beginner-level grammar, and to develop daily communication skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。文法理解のほか，コミュニカティブな方法による

応答練習やペアワークを通じた会話練習やリスニング練習を行い，スキルの向上をはかる。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

In addition to understanding grammar, this course will help students practice listening and replying in a communicative way 

through pair work of conversation in order to improve students’ Chinese language skill. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1课  你吃过寿司吗？ 

2. 第 2课  又要类台风了！ 

3. 第 3课  你去日本旅游了吗？ 

4. 第 4课  你网购吗？ 

5. 第 5课  比我哥哥还高！ 

6. 第 6课  你日语说得真好！ 

7. 复习 

8. 第 7课  你想吃日餐还是中餐？ 

9. 第 8课  你想送妈妈什么礼物？ 

10. 第 9课  我们一起去看电影吧。 

11. 第 10课  你写完作业了吗？ 

12. 第 11课  你开始找工作了吗？ 

13. 第 12课  他们要结婚了。 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ステップアップ』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41046-4 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ844 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語初級 

(Elementary Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
南雲 大悟(NAGUMO DAIGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

標準的かつ正確な発音と，ピンインの読み書きの能力を確実にし，さらに初級レベルの文法を習得し，日常的なコミュニケーショ

ン能力を養うことを目標とする。 

 

The goal is to ensure students can produce standard and accurate pronunciation, to improve their ability to read and write 

pinyin, to learn beginner-level grammar, and to develop daily communication skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。文法理解のほか，コミュニカティブな方法による

応答練習やペアワークを通じた会話練習やリスニング練習を行い，スキルの向上をはかる。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

In addition to understanding grammar, this course will help students practice listening and replying in a communicative way 

through pair work of conversation in order to improve students’ Chinese language skill. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1课  你吃过寿司吗？ 

2. 第 2课  又要类台风了！ 

3. 第 3课  你去日本旅游了吗？ 

4. 第 4课  你网购吗？ 

5. 第 5课  比我哥哥还高！ 

6. 第 6课  你日语说得真好！ 

7. 复习 

8. 第 7课  你想吃日餐还是中餐？ 

9. 第 8课  你想送妈妈什么礼物？ 

10. 第 9课  我们一起去看电影吧。 

11. 第 10课  你写完作业了吗？ 

12. 第 11课  你开始找工作了吗？ 

13. 第 12课  他们要结婚了。 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ステップアップ』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41046-4 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ859 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語中級１ 

(Intermediate Chinese 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
南雲 大悟(NAGUMO DAIGO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初級段階で学んだ４技能（話す・聞く・読む・書く）をさらに発展させ，中級レベルにふさわしい中国語への総合的な実力アップを図

る。HSK３級～４級・中国語検定試験３級相当の語彙や文法の知識を定着させ，コミュニケーション能力向上につながる「表現の

幅」の拡充を目指す。 

 

The aim is to comprehensively improve Chinese language skills at the intermediate level by further developing the 4 skills 

(speaking, listening, reading, and writing) learned at the beginner’s level. The aim is to expand the “range of expressions” that 

leads to improving the ability to communicate, by establishing knowledge of vocabulary and grammar equivalent to HSK Level 3 

- 4, and the ‘Test of Chinese Proficiency’ Grade 3. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業ではポイントの解説や本文翻訳・練習問題と並行して，常に学習した語彙や文法事項を「口頭表現」に還元することを意識

し，ペアワークを中心とした会話や即時通訳の練習を繰り返す。また，自然な発話をするための「発想力」を鍛錬すべく，マインド

マップを援用したトレーニングを取り入れる。 

 

In class, in parallel with the point commentary, text translation and practice questions, remain conscious of always returning to 

the previously learned vocabulary and grammatical items of the “oral expressions,” and repeat the pair work-based 

conversations and practice simultaneous interpretation. In addition, to train the “imagination” to speak naturally, incorporate 

training that uses mind maps. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業内容や成績評価などについて） 

2. 第１課「自然環境」 文法ポイント・本文 

3. 第１課「自然環境」 練習問題 

4. 第２課「方言特色」 文法ポイント・本文 

5. 第２課「方言特色」 練習問題 

6. 第３課「歴史伝説」 文法ポイント・本文 

7. 第３課「歴史伝説」 練習問題 

8. 第４課「名所旧跡」 文法ポイント・本文 

9. 第４課「名所旧跡」 練習問題 

10. 第５課「都市の姿」 文法ポイント・本文 

11. 第５課「都市の姿」 練習問題 

12. 第６課「商業の中心」 文法ポイント・本文 

13. 第６課「商業の中心」 練習問題 

14. 第１課～第６課 まとめ（聴解練習・口頭練習） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としては各課の新出単語や文法ポイントを整理したうえで，例文・本文を日本語に訳出する。また，全ての中国語文は十分な

声量と正確な発音で音読できるよう，CD を聞き込み，何度も読み込んでくること。復習としては習った単語やポイント表現を駆使

して，本文の内容などを改めて中国語で表現（復元）できるか，音読や即時通訳を通して再度チェックしてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(30%)/口頭試問（音読・即時通訳・会話）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鄭麗芸、2017 年、『中国語会話テキスト 你好，上海（CD 付）』、駿河台出版社 (ISBN:ISBN978-4-411-03107-5) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時レベル：HSK３級 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ860 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語中級１ 

(Intermediate Chinese 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
大江 千晶(OE CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の技能を総合的に伸ばし、中国語でのコミュニケーションに必要な基礎力をつける。 

 

This course aims to comprehensively improve Chinese language skills and help students acquire the basic skills necessary for 

communication in Chinese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストを使用し、二回の授業で一課を学ぶ。リスニング・会話の回ではテキストの内容を応用し、表現の幅を広げる。発音に重

点を置き、基礎的文法を使った会話練習を行う。文法解説の回では読解を中心に語彙を増やしながら検定試験に対応できる力

を養う。毎回の授業で受講生によるテキストの音読を行い、正しい発音を繰り返し練習し身につける。ペアワーク・グループワーク

を通じて自分の意見を表現する力を養う。 

 

In this course, students will use the textbook to learn each lesson over the course of two class sessions. During 

listening/conversation sessions, we will apply what was in the textbook and expand on the expressions, focusing on 

pronunciation and practicing speaking using basic grammar. During grammar commentary sessions, we will cultivate the skills 

needed to take the proficiency test by  increasing vocabulary while focusing on reading comprehension. To acquire correct 

pronunciation, students will repeatedly practice reading the text aloud in each class. Students will also develop the ability to 

express an opinion through pair and group work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、第１課「自己紹介」（会話、文法、閲読） 

2. 第２課「五一節（労働節）」（会話、文法、閲読） 

3. 第３課「待ち合わせ」（会話、文法、閲読） 

4. 第４課「道を尋ねる」（会話、文法、閲読） 

5. 第５課「スポーツ」（会話、文法、閲読） 

6. 第６課「趣味について話す」（会話、文法、閲読） 

7. 第１課～第６課復習、中間テスト 

8. 第７課「参観と旅行」（会話、文法、閲読） 

9. 第８課「ホテルの受付」（会話、文法、閲読） 

10. 第９課「買い物」（会話、文法、閲読） 

11. 第１０課「学校の医務室で」（会話、文法、閲読） 

12. 第１１課「訪問客となる」（会話、文法、閲読） 

13. 第１２課「誰がごちそうするの」（会話、文法、閲読） 

14. 第７課～第１２課復習、期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習：各課の新出単語を覚え、テキストの付属 CD をよく聴いておく。 

事後学習：既習の本文・例文を参考に、作文練習をする。短文を暗唱できるよう練習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(40%)/授業参加度(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関中研、2018、『新・ブラッシュアップ中国語』、朝日出版社 (ISBN:9784255452494) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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開始時のレベル：「中国語基礎１」及び「中国語基礎２」履修済、HSK３級程度 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ861 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語中級１ 

(Intermediate Chinese 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
筒井 紀美(TSUTSUI KIMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の 4 技能（話す・聞く・読む・書く）の向上をはかり，HSK（中国語能力検定試験）３級、中国語検定試験４級の合格を目指

す。 

 

The aim is to improve the 4 skills of Chinese language (speaking, listening, reading, writing) so as to pass the HSK (Chinese 

Proficiency Test) Level 3, and the ‘Test of Chinese Proficiency’ Grade 4. 

 

授業の内容（Course Contents） 

初中級レベルのテキストを用い、語彙、文法、聞き取りの基礎力を養うとともに，身近なテーマについての問答、スピーチを通じ、

実践的な会話力を身につけていく。実際の検定問題を解くことで、リスニング力，語彙力，読解力の強化をはかる。毎週小テスト

を行う。 

 

Use the elementary and intermediate level textbooks to develop basic skills of vocabulary, grammar and listening, while acquiring 

practical conversation skills through questions and answers on familiar topics and delivering speeches. Improve listening, 

vocabulary and reading comprehension skills by solving previous exam questions. Take weekly quizzes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／模擬問題によるレベルチェック 

2. テキスト第１課 过洋节 （动词重叠）／中国語検定４級レベル復習／会話トピック１ 

3. 小テスト／第２課 直率（不但-而且））／中国語検定４級レベル復習 

4. 小テスト／第３課 军训(即使-也，尽管））／HSK３級リスニング／会話トピック２ 

5. 小テスト／第４課 餐厅 （不光））／HSK３級読解／テーマ作文 

6. 小テスト／第５課 妈妈和儿子（既-又-，非-不可））／HSK３級リスニング／会話トピック３ 

7. 小テスト／第６課 陪床（除了-以外））／HSK３級読解 

8. 小テスト／第７課 签证（先-然后-））／中国語検定 4級リスニング・筆記まとめ 

9. 小テスト／第８課 待遇（如果-就））／HSK３級リスニング／会話トピック４ 

10. 小テスト／第９課 北京的天空（只要-就，只有-才））／HSK３級読解 

11. 小テスト／第１０課 男朋友（无论如何，连-都））／HSK３級書写／会話トピック５ 

12. 小テスト／第１１課 没想到（无论-都，虽然-但是））／テーマ作文 

13. 小テスト／第１２課 贝多芬和样板戏（不是-就是，一边-一边）） 

14. HSK３級リスニング・読解・書写まとめ 

期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回の授業には必ず出席すること。小テストの範囲，予習内容については授業中に指示する。授業以外に予習，復習のための

時間を確保すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト（２％×１５回）(30%)/授業中に指示する提出物及び授業内での発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 黄漢青・杉野元子、2015、『大学生のための現代中国１２話・４』、白帝社 (ISBN:ISBN978-4-86398-206-2) 

テキスト以外の教材についてはプリントを授業時に配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時に HSK３級合格レベル（リスニング・閲読・書写合わせて 6 割）であること。授業を通じ、HSK３級にほぼ満点で合格で



 - 978 - 

きるレベルを目指す。 

HSK 日本実施委員会 HP，中国語検定過去問 WEB 参照。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ862 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語中級１ 

(Intermediate Chinese 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

南雲 大悟(NAGUMO DAIGO)   

張 彤(ZHANG TONG) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初級段階で学んだ４技能（話す・聞く・読む・書く）をさらに発展させ，中級レベルにふさわしい中国語への総合的な

実力アップを図る。HSK３級～４級・中国語検定試験３級相当の語彙や文法の知識を定着させ，コミュニケーション能力

向上につながる「表現の幅」の拡充を目指す。 

 

The aim is to comprehensively improve Chinese language skills at the intermediate level by further developing the 4 skills 

(speaking, listening, reading, and writing) learned at the beginner’s level. The aim is to expand the “range of expressions” that 

leads to improving the ability to communicate, by establishing knowledge of vocabulary and grammar equivalent to HSK Level 3 

- 4, and the ‘Test of Chinese Proficiency’ Grade 3. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業ではポイントの解説や本文翻訳・練習問題と並行して，常に学習した語彙や文法事項を「口頭表現」に還元するこ

とを意識し，ペアワークを中心とした会話や即時通訳の練習を繰り返す。また，自然な発話をするための「発想力」を

鍛錬すべく，マインドマップを援用したトレーニングを取り入れる。 

 

In class, in parallel with the point commentary, text translation and practice questions, remain conscious of always returning to 

the previously learned vocabulary and grammatical items of the “oral expressions,” and repeat the pair work-based 

conversations and practice simultaneous interpretation. In addition, to train the “imagination” to speak naturally, incorporate 

training that uses mind maps. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 授業方法や成績評価について １年次の復習など 

2. 空港での出迎え 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

3. スケジュールの案内 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

4. 食事案内 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

5. 観光案内 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

6. 宿泊 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

7. 日本文化の紹介 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

8. スケジュールの変更 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

9. ショッピング 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

10. クレジットカードで払う 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

11. 病気にかかる 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

12. 温泉案内 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

13. 忘れ物 学習ポイント・本文・会話練習・練習問題 

14. まとめ，最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としては各課の新出単語や学習ポイントを整理したうえで，文法の例文・会話本文を日本語に訳出する。加えて，

練習問題も解いておく。また，全ての中国語文は十分な声量と正確な発音で音読できるよう，音声教材を聞き込み，何

度も読み込んでくること。 

復習としては習った単語や学習ポイントの表現を駆使して，本文の内容などを改めて中国語で表現（復元）できるか，

音読や即時通訳を通して再度チェックしてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト（筆記・口頭）(40%)/授業への参加度(20%) 

３/４以上の出席を満たさない場合，成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 篠原征子、2020年、『『ツーリズム中国語 ようこそ日本へ！』』、駿河台出版社 (ISBN:ISBN978-4-411-03128-0) 



 - 980 - 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時レベル：HSK３級 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ863 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語中級２ 

(Intermediate Chinese 2  (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
南雲 大悟(NAGUMO DAIGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「中国語中級１」に引き続き，中級レベルにふさわしい中国語の４技能（話す・聞く・読む・書く）を総合的にレベルアップする。HSK

４級・中国語検定試験３級以上の語彙や文法の知識を定着させ，それらをコミュニケーション能力向上につなげ，さらなる「表現の

幅」の拡充を目指す。 

 

Moving on from “Intermediate Chinese 1,” comprehensively improve the four Chinese language skills of speaking, listening, 

reading, and writing, that are appropriate for the intermediate level. The aim is to further expand the “range of expression” by 

establishing knowledge of vocabulary and grammar at the level of HSK Level 4 and the ‘Test of Chinese Proficiency’ Grade 3 

and higher, while connecting them to improving communication skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業ではポイントの解説や本文翻訳・練習問題と並行して，常に学習した語彙や文法事項を「口頭表現」に還元することを意識

し，ペアワークを中心とした会話や即時通訳の練習を繰り返す。また，自然な発話をするための「発想力」を鍛錬すべく，マインド

マップを援用したトレーニングを取り入れる。 

 

In class, in parallel with the point commentary, text translation and practice questions, remain conscious of always returning to 

the previously learned vocabulary and grammatical items of the “oral expressions,” and repeat the pair work-based 

conversations and practice simultaneous interpretation. In addition, to train the “imagination” to speak naturally, incorporate 

training that uses mind maps. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業内容や成績評価などについて） 

2. 第７課「有名料理と軽食」 文法ポイント・本文 

3. 第７課「有名料理と軽食」 練習問題 

4. 第８課「下町住宅」 文法ポイント・本文 

5. 第８課「下町住宅」 練習問題 

6. 第９課「文化娯楽」 文法ポイント・本文 

7. 第９課「文化娯楽」 練習問題 

8. 第１０課「祝祭日と習俗習慣」 文法ポイント・本文 

9. 第１０課「祝祭日と習俗習慣」 練習問題 

10. 第１１課「学校教育」 文法ポイント・本文 

11. 第１１課「学校教育」 練習問題 

12. 第１２課「『海派』の伝統」 文法ポイント・本文 

13. 第１２課「『海派』の伝統」 練習問題 

14. 第７課～第１２課 まとめ（聴解練習・口頭練習） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としては各課の新出単語や文法ポイントを整理したうえで，例文・本文を日本語に訳出する。また，全ての中国語文は十分な

声量と正確な発音で音読できるよう，CD を聞き込み，何度も読み込んでくること。復習としては習った単語やポイント表現を駆使

して，本文の内容などを改めて中国語で表現（復元）できるか，音読や即時通訳を通して再度チェックしてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(30%)/口頭試問（音読・即時通訳・会話）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鄭麗芸、2017 年、『中国語会話テキスト 你好，上海（CD 付）』、駿河台出版社 (ISBN:ISBN978-4-411-03107-5) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時レベル：HSK４級 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ864 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語中級２ 

(Intermediate Chinese 2  (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
大江 千晶(OE CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の技能を総合的に伸ばし、中国語でのコミュニケーションに必要な基礎力をつける。 

 

This course aims to comprehensively improve Chinese language skills and help students acquire the basic skills necessary for 

communication in Chinese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストを使用し、二回の授業で一ユニットを学ぶ。リスニング・会話の回ではテキストの内容を応用し、表現の幅を広げる。発音

に重点を置き、基礎的文法を使った会話練習を行う。文法解説の回では読解を中心に語彙を増やしながら検定試験に対応でき

る力を養う。毎回の授業で受講生によるテキストの音読を行い、正しい発音を繰り返し練習し身につける。ペアワーク・グループワ

ークを通じて自分の意見を表現する力を養う。 

 

In this course, students will use the textbook to learn each lesson over the course of two class sessions. During 

listening/conversation sessions, we will apply what was in the textbook and expand on the expressions, focusing on 

pronunciation and practicing speaking using basic grammar. During grammar commentary sessions, we will cultivate the skills 

needed to take the proficiency test by  increasing vocabulary while focusing on reading comprehension. To acquire correct 

pronunciation, students will repeatedly practice reading the text aloud in each class. Students will also develop the ability to 

express an opinion through pair and group work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、ユニット１：会話１「ようこそ、ようこそ」/閲読１「私は誰でしょう？」 

2. ユニット１：会話２「初めて北京に来たの？」/閲読２「中国人の姓名」 

3. ユニット２：会話１「スポーツ」/閲読１「卓球」 

4. ユニット２：会話２「娯楽」/閲読２「オリンピックとマラソン」 

5. ユニット３：会話１「旅行」/閲読１「江南水郷の街―烏鎮」 

6. ユニット３：会話２「仕事と休暇」/閲読２「中国の汽車」 

7. ユニット１～ユニット３復習、中間テスト 

8. ユニット４：会話１「平凡な日常」/閲読１「盲導犬」 

9. ユニット４：会話２「集まり」/閲読２「成語―南轅北轍」 

10. ユニット５：会話１「中国語の入力」/閲読１「五筆型」 

11. ユニット５：会話１「中国語を話す」/閲読２「標準語と方言」 

12. ユニット６：会話１「消費と財テク」/閲読１「ファッションと制服」 

13. ユニット６：会話２「私がごちそうします」/閲読２「中国女性の消費観念」 

14. ユニット４～ユニット６復習、期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習：各課の新出単語を覚え、テキストの付属 CD をよく聴いておく。 

事後学習：既習の本文・例文を参考に、作文練習をする。短文を暗唱できるよう練習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(40%)/授業参加度(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関中研、『中国語@キャンパス中級・実用編』、朝日出版社 (ISBN:9784255451572) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

開始時のレベル：「中国語基礎１」及び「中国語基礎２」履修済、HSK４級程度 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ865 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語中級２ 

(Intermediate Chinese 2  (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
筒井 紀美(TSUTSUI KIMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の 4 技能（話す・聞く・読む・書く）の向上をはかり，HSK（中国語能力検定試験）４級、中国語検定試験３級の合格を目指

す。 

 

The aim is to improve the 4 skills of Chinese language (speaking, listening, reading, writing) so as to pass the HSK (Chinese 

Proficiency Test) Level 4, and the ‘Test of Chinese Proficiency’ Grade 3. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中級レベルの教材を用い、語彙、文法、聞き取りの基礎力を養うとともに，身近なテーマについての問答、スピーチを通じ、実践

的な会話力を身につけていく。簡単な文が口をついて出てくるようクイックレスポンスの練習も行う。さらに実際の検定問題を解く

ことで、リスニング力，語彙力，読解力の強化をはかる。毎週小テストを行う。 

 

Use the intermediate level teaching materials to develop basic skills of vocabulary, grammar and listening, while acquiring 

practical conversation skills through questions and answers on familiar topics and delivering speeches . Practice quick response 

so that simple sentences will easily flow. Furthermore, improve listening, vocabulary and reading comprehension skills by solving 

previous exam questions. Take weekly quizzes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／模擬問題によるレベルチェック 

2. 小テスト／既習文法復習／HSK４級リスニング 

3. 小テスト／教材１ 中国の文化１／文法“一···就”“越···越”“尽管···但是” ／HSK４級読解／クイッ

クレスポンス 

4. 小テスト／教材２ 中国の文化２／文法“以···为”“不仅···而且”／HSK４級リスニング 

5. 小テスト／教材３ 中国の大学／文法“既然···就”“要不然”／HSK４級読解／テーマ作文 

6. 小テスト／教材４ 中国の食／文法“由于···所以”“难以···”／HSK４級リスニング 

7. 小テスト／教材５ 中国の自然／文法“使”“就说” “之所以···是因为”／HSK４級読解／クイックレスポンス 

8. 小テスト／スピーチ（作文発表）／中国語検定３級リスニング・筆記まとめ 

9. 小テスト／教材６ 中国の新語・流行語／文法“与其···不如”“难道···吗”“有的···有的”／HSK４級リス

ニング 

10. 小テスト／教材７ 中国の社会１／文法“不是···而是”“A是 A,但是”／HSK４級読解／クイックレスポンス 

11. 小テスト／教材８ 中国の社会２／文法“尽管···还”“因···而”“由于···因此”／HSK４級書写 

12. 小テスト／教材９ 中国の企業／文法”与其···不如”“宁可···也”／クイックレスポンス 

13. 小テスト／教材１０ 中国と日本／文法“不是···就是”“非···不可” 

14. HSK４級リスニング・読解・書写まとめ 

期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回の授業には必ず出席すること。小テストの範囲，予習内容については授業中に指示する。授業以外に予習，復習のための

時間を確保すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト（２％×１５回）(30%)/授業中に指示する提出物及び発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教材についてはプリントを授業時に配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時に HSK４級合格レベル（リスニング・読解・書写の合計点で 6 割）であること。授業を通じ、HSK４級全項目で９割程度

正解できるレベルを目指す。 

HSK 日本実施委員会 HP，中国語検定過去問 WEB 参照。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ867 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード１ 

(Intermediate Chinese 1 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
李 フェイ(LI FEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎級で習った文法事項を復習しながら、中級レベルの単語や表現を学習し、定着させる。また、ことばの学習を通して、日本と

中国の異文化についても学ぶ。 

 

This course aims to review basic Chinese and  learn intermediate-level expressions. Students will gain more knowledge about 

the cultural difference between China and Japan by studying language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日中の異文化をテーマにしたマンガの中国語対訳を教材に、中級に必要な表現を学習する。そして、アウトプットとして、学んだ

表現を使い異文化などの問題について自分の考えを述べる。 

 

 Students will learn intermediate level expressions by reading the textbook, which consists of a Chinese translation of manga 

about the cultural differences between China and Japan. Students will improve their Chinese through creating presentations on 

those subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発音のおさらい 

2. 朝の公園 

3. 悪い石 

4. 餃子 

5. 寒くないか 

6. 麻雀をする 

7. 中間テスト、お見合いコーナー 

8. レンタル彼女 

9. ピアノ、おじょうずね 

10. 無洗米 

11. 温かいものを食べたい 

12. 転職する 

13. プライバシー 

14. 期末テストと総復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各課の予習と復習が必要である。 

一課が終わるごとに、本文を暗唱する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/課題提出・発表(30%)/小テスト(30%)/中間テストと期末テスト(20%) 

出席数が 3 分の 2 未満の場合、単位取得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 相原茂 費燕 蘇明、2020、『マンガ 日中いぶこみ劇場』、朝日出版社 (978-4-255-45335-4 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 ペアワーク、グループワーク、プレゼンテーションなどを行う。 

 中級科目 HSK2 級 中国語検定 3 級 レベル 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ868 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード１ 

(Intermediate Chinese 1 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
森平 崇文(MORIDAIRA TAKAFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでに習った単語や文法事項を復習しつつ、表現の幅を広げ、もっと自由に日常会話ができるようになることを目的とする。 

 

The purpose of this course is to broaden the range of expressions and have daily conversations more freely by reviewing the 

words and grammatical items learned so far. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ペアワーク、グループワーク、プレゼンテーションなどリスニングとスピーキングの練習をたくさんすることで、よく使われる表現を

身につけていく。新出語句と文法ポイントを分かりやすく説明し、応用できるよう練習する。 

 

In this course, students will acquire commonly used expressions by practicing many listening and speaking activities in pair 

work, group work, and through presentations. Students will also explain new phrases and grammar points clearly and practice 

them so that they can be used accurately.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションと 1 年次総復習 

2. 動詞述語文、プレゼン「自己紹介」（１） 

3. 「是」の基本用法、「有」と「在」、プレゼン「自己紹介」（２） 

4. 形容詞述語文、主述述語文、プレゼン「休日」（１） 

5. 名詞述語文、プレゼン「休日」（２） 

6. 疑問文（１）、リスニング「一問一答形式」（１） 

7. 疑問文（２）、リスニング「一問一答形式」（２） 

8. 疑問文（３）、リスニング「ABA形式」（１） 

9. 完了・経験、リスニング「ABA形式」（２） 

10. 継続・進行、リスニング「長文形式」（１） 

11. 客語・補語、 リスニング「長文形式」（２） 

12. 定語、プレゼン「中国への興味」（１） 

13. 状語、プレゼン「中国への興味」（２） 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

CD を聞き、テキストの単語と会話を音読する。 

プレゼン課題に取り組む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/プレゼン(40%)/授業の参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上野恵司、2017、『精選中国語基本文例集』、白帝社 (ISBN:978-4-8639-8236-9) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ペアワーク、グループワーク、プレゼンテーションなどを行う。 

中級科目 HSK3 級・中国語検定 4 級レベル 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ869 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード１ 

(Intermediate Chinese 1 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
大江 千晶(OE CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の技能を総合的に伸ばし、中国語でのコミュニケーションに必要な基礎力をつける。 

 

Comprehensively improve Chinese language skills and acquire the basic skills necessary for communication in Chinese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

発音に重点を置き、基礎的文法を使った会話練習を行う。毎回の授業で受講生によるテキストの音読を行い、正しい発音を繰り

返し練習し身につける。ペアワーク・グループワークを通じて自分の意見を表現する力を養う。 

 

Focus on pronunciation and practice speaking using basic grammar. To acquire correct pronunciation, students will repeatedly 

practice reading aloud the text in each class. Develop ability to express one’s opinion through pair work and group work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、第１課「知り合う」（会話、文法、閲読） 

2. 第２課「桜の季節」（会話、文法、閲読） 

3. 第３課「浅草一日ツアー」（会話、文法、閲読） 

4. 第４課「雨の中で」（会話、文法、閲読） 

5. 第５課「七夕の願い」（会話、文法、閲読） 

6. 第６課「花火のロマンス」（会話、文法、閲読） 

7. 第１課～第６課復習、中間テスト 

8. 第７課「教師の日」（会話、文法、閲読） 

9. 第８課「学園祭」（会話、文法、閲読） 

10. 第９課「ふたつの１１」（会話、文法、閲読） 

11. 第１０課「秋のピクニック」（会話、文法、閲読） 

12. 第１１課「年越し」（会話、文法、閲読） 

13. 第１２課「成人の日」（会話、文法、閲読） 

14. 第７課～第１２課復習、期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習：各課の新出単語を覚え、テキストの付属 CD をよく聴いておく。 

事後学習：既習の本文・例文を参考に、作文練習をする。短文を暗唱できるよう練習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(40%)/授業参加度(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李貞愛、2018、『日中ふれあい“漢語”教室』、朝日出版社 (ISBN:9784255453033) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

開始時のレベル：「中国語基礎１」及び「中国語基礎２」履修済、HSK２級程度 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ870 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード２ 

(Intermediate Chinese 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
胡 祖耀(OE CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

HSK４級に相応する聞く、話す能力を養成することを目標とする。 

 

The purpose of this course is to develop the ability to listen and speak at HSK Level 4. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って様々なシチュエーションにおける会話を学び、基本文型、基本構文を身に付くと同時に異文化の面白さに触れ、

中国人の特有の考え方や行動様式を理解する。授業では会話をペアか小クループで練習することを重視し、本文の暗唱を推奨

する。また同じ話題の文章文を閲読教材として活用し、自分の観点を述べられるように学んで行く。  

 

In this course, students will follow along with the textbook to learn conversations in various situations, basic sentence patterns, 

and basic syntax; at the same time, they will experience the fun of different cultures and also come to understand the Chinese 

way of thinking and behavior. In class, emphasis will be placed on practicing conversations in pairs or small groups, and reciting 

the text is recommended. In addition, students will learn to be able to describe one’s point of view by using sentences that have 

the same topic as the reading materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションと自己紹介 

2. 第 1课    别叫我“先辈”  1. 動詞の後の“给” 2. “跟～一样” 3. “从来 + 不/没有～” 4. “～什么

的” 

3. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

4. 第 2课    隐私  1. “即使～，也…” 2. “越来越～”  3.  疑問詞 + “也/都” 4. “不仅～，而且…” 

5. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

6. 第 3课  外人  1. “因为～，所以…” 2. 否定の語気を強める“又”    3. “原来”   4. 反駁、詰問の語気

を表す“什么” 

7. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

8. 第 4课  邻居  1. “又～，又…” 2. “虽然～，但是…”   3. “只要～，就…”  4. “像～似的…” 

9. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

10. 第 5课    穷二代  1. “有的～，有的…” 2. 形容詞の重ね型  3．“～得了/ ～不了” 4. “不管～，也/都

…” 

11. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

12. 第 6课    我胖了吗？  1. “不是～，而是…” 2. “对～来说…”   3. “着” 4. “非～不可” 

13. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

14. JP>総復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

1．本文を暗唱できるように WEB 音声をよく聞き会話を練習する。 

2．各話題について自分の観点を述べるように閲読教材を読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(20%)/暗唱テスト(20%)/小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 南 勇、2017、『チャレンジ！二年生の中国語 簡明会話版』、朝日出版社 (ISBN978-4-255-45288-3C1087) 

 

参考文献（Readings） 

1. 南 勇、2016、『チャレンジ！二年生の中国語』、朝日出版社 (ISBN:ISBN978-4-255-45270-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FQ871 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード２ 

(Intermediate Chinese 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
大江 千晶(OE CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の総合力を高め、HSK３級レベルの力をつける。 

 

Improve the comprehensive Chinese language skill and acquire ability at the level of HSK Level 3. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国語の技能を総合的に伸ばし、HSK３級合格に必要な基礎力をつける。実際に問題を解き、検定試験に対応できる力を養う。

毎回の授業で受講生によるテキストの音読を行い、正しい発音を繰り返し練習し身につける。会話中心のペアワーク・グループワ

ークを行う。一課ごとに小テストを実施する。 

 

Comprehensively improve the Chinese language skill and acquire the basic skills needed to pass HSK Level 3. Solve exam 

questions to develop the ability to successfully take the Proficiency Test. To acquire correct pronunciation, students will 

repeatedly practice reading aloud the text in each class. Conduct conversation-oriented pair work and group work. For each 

section there will be a quiz. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、HSK３級問題解説 

第１課 週末はあなたはどんな予定がありますか （会話、作文）  

2. 第１課 週末はあなたはどんな予定がありますか （文法、練習問題） 

3. 第２課 彼はいつ帰ってきますか （会話、作文） 

4. 第２課 彼はいつ帰ってきますか （文法、練習問題） 

5. 第３課 机の上には多くの飲み物が置いてあります （会話、作文） 

6. 第３課  机の上には多くの飲み物が置いてあります （文法、練習問題） 

7. 第４課 彼女はいつも笑って客と話をします  （会話、作文） 

8. 第４課 彼女はいつも笑って客と話をします  （文法、練習問題） 

9. 第５課 私は最近だんだん太ってきました （会話、作文） 

10. 第５課  私は最近だんだん太ってきました （文法、練習問題） 

11. 第６課 なぜ急に見当たらなくなったのでしょう （会話、作文） 

12. 第６課 なぜ急に見当たらなくなったのでしょう （文法、練習問題） 

13. 春学期のまとめ、HSK３級読解 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習：テキストの新出単語を覚え、音声ファイルをダウンロードしてよく聴いておく。 

事後学習：既習の本文・例文を参考に、作文練習をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(30%)/授業参加度(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 姜麗萍主編、2015、『STANDARD COURSE――中国語の世界標準テキスト―― 3』、スプリックス (ISBN:9784906725205) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に補充教材を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

開始時のレベル：「中国語基礎１」及び「中国語基礎２」履修済、HSK３級程度 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 994 - 

■FQ872 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード２ 

(Intermediate Chinese 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
森平 崇文(MORIDAIRA TAKAFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の総合力を高め、HSK３級レベルの力をつける。 

 

The purpose of this course is to improve comprehensive Chinese language skills and acquire ability at the level of HSK Level 3. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国語の技能を総合的に伸ばし、HSK３級合格に必要な基礎力をつける。実際に問題を解き、検定試験に対応できる力を養う。

毎回の授業で受講生によるテキストの音読を行い、正しい発音を繰り返し練習し身につける。会話中心のペアワーク・グループワ

ークを行う。 

 

Students in the course will comprehensively improve their Chinese language skills and acquire the basic skills needed to pass 

the HSK Level 3. They will solve exam questions to develop the ability to successfully take the Proficiency Test. To acquire 

correct pronunciation, students will repeatedly practice reading aloud the text in each class. Conduct conversation-oriented 

pair work and group work.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、HSK３級問題 

2. 第１課 周末你有什么打算 

3. 第２課 他什么时候回来 

4. 第３課 桌子上放着很多饮料 

5. 第４課 她总是笑着跟客人说话 

6. 第５課 我最近越来越胖了 

7. 第１課～第５課まとめ、小テスト 

8. 第６課 怎么突然找不到了 

9. 第７課 我跟她认识五年了 

10. 第８課 你去哪儿我就去哪儿 

11. 第９課  她的汉语说得跟中国人一样好 

12. 第１０課 教学比历史难多了 

13. 第６課～第１０課まとめ、小テスト 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習：テキストの新出単語を覚え、音声ファイルをダウンロードしてよく聴いておく。 

事後学習：既習の本文・例文を参考に、作文練習をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(30%)/授業参加度(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 姜麗萍主編、2015、『STANDARD COURSE――中国語の世界標準テキスト―― 3』、スプリックス (ISBN:9784906725205) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に補充教材を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ873 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード３ 

(Intermediate Chinese 3 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
李 フェイ(LI FEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎級で習った文法事項を復習しながら、中級レベルの単語や表現を学習し、定着させる。また、ことばの学習を通して、日本と

中国の異文化についても学ぶ。 

 

This course aims to review basic Chinese and learn intermediate-level expressions. Students will gain more knowledge about 

the cultural difference between China and Japan by studying language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日中の異文化をテーマにしたマンガの中国語対訳を教材に、中級に必要な表現を学習する。そして、アウトプットとして、学んだ

表現を使い異文化などの問題について自分の考えを述べる。 

 

 Students will learn intermediate level expressions by reading the textbook, which consists of a Chinese translation of manga 

about the cultural differences between China and Japan. Students will improve their Chinese through creating presentations on 

those subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 前期の復習と確認 

2. 曖昧な日本語 

3. まだお昼も食べていないんだよ 

4. 呼び方 

5. 返事のしかた 

6. 花露水 

7. 上下関係 

8. 中間テスト、他人行儀 

9. スイカがショッパイ 

10. 白い花 

11. 眼にゴミが入った 

12. 見送り 

13. 縁起を担ぐ 

14. 期末テストと総復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各課の予習と復習が必要である。 

一課が終わるごとに、本文を暗唱する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/課題提出・発表(30%)/小テスト(30%)/中間テストと期末テスト(20%) 

出席数が 3 分の 2 未満の場合、単位取得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 相原茂 費燕 蘇明、2020、『マンガ 日中いぶこみ劇場』、朝日出版社 (978-4-255-45335-4 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 ペアワーク、グループワーク、プレゼンテーションなどを行う。 

 中級科目 HSK3 級 中国語検定 4 級 レベル 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ874 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード３ 

(Intermediate Chinese 3 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
森平 崇文(MORIDAIRA TAKAFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでに習った単語や文法事項を復習しつつ、表現の幅を広げ、もっと自由に日常会話ができるようになることを目的とする。 

 

The purpose of this course is to broaden students' the range of expressions and allow students to have daily conversations 

more freely by reviewing the words and grammatical items learned so far. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ペアワーク、グループワーク、プレゼンテーションなどリスニングとスピーキングの練習をたくさんすることで、よく使われる表現を

身につけていく。新出語句と文法ポイントを分かりやすく説明し、応用できるよう練習する。 

 

In this course, students will acquire commonly used expressions by practicing many listening and speaking activities in pair 

work, group work, and by doing presentations. They will also explain new phrases and grammar points clearly and practice them 

so that they can be used accurately.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 結果補語 

2. 状態補語、程度補語、プレゼン「東京案内」（１） 

3. 方向補語（１）、プレゼン「東京案内」（２） 

4. 方向補語（２）、プレゼン「日本の現代文化」（１） 

5. 可能補語、プレゼン「日本の現代文化」（２） 

6. 助動詞、リスニング「一問一答形式」（１） 

7. 離合動詞、リスニング「一問一答形式」（２） 

8. 前置詞（１）、リスニング「ABA形式」（１） 

9. 前置詞（２）、リスニング「ABA形式」（２） 

10. 副詞（１）、リスニング「長文形式」（１） 

11. 副詞（２）、 リスニング「長文形式」（２） 

12. 比較、プレゼン「日本の伝統文化」（１） 

13. 兼語文、プレゼン「日本の伝統文化」（２） 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

CD を聞き、テキストの単語と会話を音読する。 

プレゼン課題に取り組む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/プレゼン(40%)/授業の参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上野恵司、2017、『精選中国語基本文例集』、白帝社 (ISBN:978-4-8639-8236-9) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ペアワーク、グループワーク、プレゼンテーションなどを行う。 

中級科目 HSK4 級・中国語検定 3 級レベル 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ875 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード３ 

(Intermediate Chinese 3 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
大江 千晶(OE CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の技能を総合的に伸ばし、中国語でのコミュニケーションに必要な基礎力をつける。 

 

Comprehensively improve Chinese language skills and acquire the basic skills necessary for communication in Chinese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

発音に重点を置き、基礎的文法を使った会話練習を行う。毎回の授業で受講生によるテキストの音読を行い、正しい発音を繰り

返し練習し身につける。ペアワーク・グループワークを通じて自分の意見を表現する力を養う。 

 

Focus on pronunciation and practice speaking using basic grammar. To acquire correct pronunciation, students will repeatedly 

practice reading aloud the text in each class. Develop ability to express one’s opinion through pair work and group work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、第１課「友達になりましょう」 （会話、文法、閲読） 

2. 第２課「行きたい所がたくさん」（会話、文法、閲読） 

3. 第３課「久しぶり」（会話、文法、閲読） 

4. 第４課「かわいい子には旅をさせよ」（会話、文法、閲読） 

5. 第５課「外国の方はみんな食べるのが好き」（会話、文法、閲読） 

6. 第６課「今日は私がごちそうします」（会話、文法、閲読） 

7. 第１課～第６課復習、中間テスト 

8. 第７課「私達の夢」（会話、文法、閲読） 

9. 第８課「ある願い」（会話、文法、閲読） 

10. 第９課「プライベートな話をしよう」（会話、文法、閲読） 

11. 第１０課「連絡方法」（会話、文法、閲読） 

12. 第１１課「北京で集う」（会話、文法、閲読） 

13. 第１２課「我が家にご招待します」（会話、文法、閲読） 

14. 第７課～第１２課復習、期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習：各課の新出単語を覚え、テキストの付属 CD をよく聴いておく。 

事後学習：既習の本文・例文を参考に、作文練習をする。短文を暗唱できるよう練習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(40%)/授業参加度(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 徐送迎、2018、『仲間で話そう中国語』、朝日出版社 (ISBN:9784255453200) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

開始時のレベル：「中国語基礎１」及び「中国語基礎２」履修済、HSK３級程度 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ876 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード４ 

(Intermediate Chinese 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
胡 祖耀(OE CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

HSK4 級に相応する聞く、話す能力を養成することを目標とする。 

 

The purpose of this course is to develop the ability to listen and speak at the level of HSK Level 4. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って様々なシチュエーションにおける会話を学び、基本文型、基本構文を身に付くと同時に異文化の面白さに触れ、

中国人の特有の考え方や行動様式を理解する。授業では会話をペアか小クループで練習することを重視し、本文の暗唱を推奨

する。また同じ話題の文章文を閲読教材として活用し、自分の観点を述べられるように学んで行く。  

 

In this course, students will follow along with the textbook to learn conversations in various situations, basic sentence patterns, 

and basic syntax; at the same time, they will experience the fun of different cultures and also come to understand the Chinese 

way of thinking and behavior. In class, emphasis will be placed on practicing conversations in pairs or small groups, and reciting 

the text is recommended. In addition, students learn to be able to describe one’s point of view by using sentences that have the 

same topic as the reading materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションと自己紹介・文法のおさらい 

2. 第 7课    竞争  1. “难道～吗？”  2.  可能性を表す“会”   3. “连～也/都…” 4. “为（了～）” 

3. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

4. 第 8课    幸福    1. 形容詞の動詞用法  2. “越～越…”   3. 動詞の後の“住” 4. “趁”  

5. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

6. 第 9课    文化冲突  1. “以为” 2. “要不然”   3.  助動詞“敢” 4. “别看～” 

7. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

8. 第 10课    90后  1. “该” 2. “等～”   3. “没想到” 4. “并 + 不/没有” 

9. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

10. 第 11课    地区偏见  1. “看来” 2. “既然～也…”   3. “只有～，才…” 4. “地”  

11. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

12. 第 12课    相信自己  1. “既然～，就…” 2. “关于～”  3.  “是不是” 4. “不知道～（才）” 

13. ドリル、リスニング練習及び暗唱チェックを行う。閲読教材を参照し、グループごとに自分の観点を発表する。 

14. 総復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

1．本文を暗唱できるように WEB 音声をよく聞き会話を練習する。 

2．各話題について自分の観点を述べるように閲読教材を読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(20%)/暗唱テスト(20%)/小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 南 勇、2017、『チャレンジ！二年生の中国語 簡明会話版』、朝日出版社 (ISBN978-4-255-45288-3C1087) 

 

参考文献（Readings） 

1. 南 勇、2016、『チャレンジ！二年生の中国語』、朝日出版社 (ISBN:ISBN978-4-255-45270-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ877 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード４ 

(Intermediate Chinese 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
大江 千晶(OE CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の総合力を高め、HSK３級から４級レベルの力をつける。 

 

Improve the comprehensive Chinese language skill to the level of HSK Level 3 and 4. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国語の技能を総合的に伸ばし、HSK３級から４級合格に必要な基礎力をつける。実際に問題を解き、検定試験に対応できる力

を養う。毎回の授業で受講生によるテキストの音読を行い、正しい発音を繰り返し練習し身につける。会話中心のペアワーク・グ

ループワークを行う。一課ごとに小テストを実施する。 

 

Comprehensively improve Chinese language skills to acquire the basic skills required to pass HSK Level 3 and 4. Solve exam 

questions to develop the ability to successfully take the Proficiency Test. To acquire correct pronunciation, students will 

repeatedly practice reading aloud the text in each class. Conduct conversation-oriented pair work and group work. For each 

section there will be a quiz. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第７課 私は彼女と知り合ってもう５年になります （会話、作文） 

2. 第７課  私は彼女と知り合ってもう５年になります （文法、練習問題） 

3. 第８課 あなたの行くところに私は行きます  （会話、作文） 

4. 第８課 あなたの行くところに私は行きます  （文法、練習問題） 

5. 第９課 彼女の中国語は中国人と同じくらい上手です （会話、作文） 

6. 第９課 彼女の中国語は中国人と同じくらい上手です （文法、練習問題） 

7. 第１０課 数学は歴史よりずっと難しいです （会話、作文） 

8. 第１０課 数学は歴史よりずっと難しいです （文法、練習問題） 

9. 第１１課 空調を切るのを忘れないでください （会話、作文） 

10. 第１１課 空調を切るのを忘れないでください （文法、練習問題） 

11. 第１２課 大切なものは私のところに置いてください （会話、作文） 

12. 第１２課 大切なものは私のところに置いてください （文法、練習問題） 

13. 秋学期のまとめ、HSK３級読解 

14. 期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習：各課の新出単語を覚え、音声ファイルをダウンロードしてよく聴いておく。 

事後学習：既習の本文・例文を参考に、作文練習をする。短文を暗唱できるよう練習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(30%)/授業参加度(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 姜麗萍主編、2015、『STANDARD COURSE――中国語の世界標準テキスト―― 3』、スプリックス (ISBN:9784906725205) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に補充教材を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

開始時のレベル：「中国語基礎１」及び「中国語基礎２」履修済、HSK３～４級程度 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ878 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語スタンダード４ 

(Intermediate Chinese 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
森平 崇文(MORIDAIRA TAKAFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の総合力を高め、HSK３級から４級レベルの力をつける。 

 

This course aims to improve comprehensive Chinese language skills to the level of HSK Level 3 and 4. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国語の技能を総合的に伸ばし、HSK３級から４級合格に必要な基礎力をつける。実際に問題を解き、検定試験に対応できる力

を養う。毎回の授業で受講生によるテキストの音読を行い、正しい発音を繰り返し練習し身につける。会話中心のペアワーク・グ

ループワークを行う。一課ごとに小テストを実施する。 

 

In this course, students will comprehensively improve Chinese language skills to acquire the basic skills required to pass the 

HSK Level 3 and 4. They will solve exam questions to develop the ability to successfully take the Proficiency Test. To acquire 

correct pronunciation, students will repeatedly practice reading the text aloud in each class and conduct conversation-oriented 

pair work and group work. For each section there will be a quiz. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１１課 别忘了把空调关了 

2. 第１２課  把重要的东西放在我这儿吧 

3. 第１３課 我是走回来的 

4. 第１４課 你把水果拿过来 

5. 第１５課 其他都没什么问题 

6. 第１１課～第１５課まとめ、小テスト 

7. 第１６課 我现在累得下了班就想睡觉 

8. 第１７課 谁都有办法看好你的“病” 

9. 第１８課 我相信他们会同意的 

10. 第１９課 你没看出来吗 

11. 第２０課 我被他影响了 

12. 第１６課～第２０課まとめ、小テスト 

13. HSK４級問題 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習：各課の新出単語を覚え、音声ファイルをダウンロードしてよく聴いておく。 

事後学習：既習の本文・例文を参考に、作文練習をする。短文を暗唱できるよう練習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(30%)/授業参加度(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 姜麗萍主編、2015、『STANDARD COURSE――中国語の世界標準テキスト―― 3』、スプリックス (ISBN:9784906725205) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に補充教材を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ879 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語入門 

(Beginner's Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
李 フェイ(LI FEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の発音と基礎文法を習得し，基礎的なコミュニケーション能力を養うことを目標とする。中国語の表音文字である「ピンイ

ン」の読み方，書き方を学び，同時に簡体字も修得する。 

 

The goal of this course is to acquire Chinese pronunciation and basic grammar, to develop basic communication skills,to learn. 

Learn to read and write “Pinyin,” a Chinese phonetic alphabet, and at the same time to learn Simplified Chinese Charactor. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。学期中を通して，中国語学習のすべての基礎と

なる発音の習得を重視する。さらにペアワークを通じての会話練習やリスニング練習などにより基本的なスキルを習得する。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

Throughout the semester, the focus will be to acquire Chinese pronunciation as it is the basis for learning Chinese. Students 

will also , acquire basic skills in pair work by practicing conversations and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 0课 欢迎你！ 

2. 第 1课  你好！ 

3. 第 2课  谢谢！ 

4. 第 3课  你叫什么名字？ 

5. 第 4课  你家有几口人？ 

6. 第 5课  现在几点？ 

7. 第 6课  你在学汉语吗？ 

8. 第 7课  多少钱？ 

9. 第 8课  你怎么了？ 

10. 第 9课  你在哪儿呢？ 

11. 第 10课  你喜欢什么？ 

12. 第 11课  你会开车吗？ 

13. 第 12课  你想喝什么？ 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ビギニング』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41042-6 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ880 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語入門 

(Beginner's Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
関 智英(SEKI TOMOHIDE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の発音と基礎文法を習得し，基礎的なコミュニケーション能力を養うことを目標とする。中国語の表音文字である「ピンイ

ン」の読み方，書き方を学び，同時に簡体字も修得する。 

 

The goal of this course is to acquire Chinese pronunciation and basic grammar, to develop basic communication skills,to learn. 

Learn to read and write “Pinyin,” a Chinese phonetic alphabet, and at the same time to learn Simplified Chinese Charactor. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。学期中を通して，中国語学習のすべての基礎と

なる発音の習得を重視する。さらにペアワークを通じての会話練習やリスニング練習などにより基本的なスキルを習得する。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

Throughout the semester, the focus will be to acquire Chinese pronunciation as it is the basis for learning Chinese. Students 

will also , acquire basic skills in pair work by practicing conversations and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 0课 欢迎你！ 

2. 第 1课  你好！ 

3. 第 2课  谢谢！ 

4. 第 3课  你叫什么名字？ 

5. 第 4课  你家有几口人？ 

6. 第 5课  现在几点？ 

7. 第 6课  你在学汉语吗？ 

8. 第 7课  多少钱？ 

9. 第 8课  你怎么了？ 

10. 第 9课  你在哪儿呢？ 

11. 第 10课  你喜欢什么？ 

12. 第 11课  你会开车吗？ 

13. 第 12课  你想喝什么？ 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ビギニング』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41042-6 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ881 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語入門 

(Beginner's Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
白方 直美(SHIRAKATA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の発音と基礎文法を習得し，基礎的なコミュニケーション能力を養うことを目標とする。中国語の表音文字である「ピンイ

ン」の読み方，書き方を学び，同時に簡体字も修得する。 

 

The goal of this course is to acquire Chinese pronunciation and basic grammar, to develop basic communication skills,to learn. 

Learn to read and write “Pinyin,” a Chinese phonetic alphabet, and at the same time to learn Simplified Chinese Charactor. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。学期中を通して，中国語学習のすべての基礎と

なる発音の習得を重視する。さらにペアワークを通じての会話練習やリスニング練習などにより基本的なスキルを習得する。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

Throughout the semester, the focus will be to acquire Chinese pronunciation as it is the basis for learning Chinese. Students 

will also , acquire basic skills in pair work by practicing conversations and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 0课 欢迎你！ 

2. 第 1课  你好！ 

3. 第 2课  谢谢！ 

4. 第 3课  你叫什么名字？ 

5. 第 4课  你家有几口人？ 

6. 第 5课  现在几点？ 

7. 第 6课  你在学汉语吗？ 

8. 第 7课  多少钱？ 

9. 第 8课  你怎么了？ 

10. 第 9课  你在哪儿呢？ 

11. 第 10课  你喜欢什么？ 

12. 第 11课  你会开车吗？ 

13. 第 12课  你想喝什么？ 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ビギニング』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41042-6 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ882 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語入門 

(Beginner's Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
川 浩二(KAWA KOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の発音と基礎文法を習得し，基礎的なコミュニケーション能力を養うことを目標とする。中国語の表音文字である「ピンイ

ン」の読み方，書き方を学び，同時に簡体字も修得する。 

 

The goal of this course is to acquire Chinese pronunciation and basic grammar, to develop basic communication skills,to learn. 

Learn to read and write “Pinyin,” a Chinese phonetic alphabet, and at the same time to learn Simplified Chinese Charactor. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。学期中を通して，中国語学習のすべての基礎と

なる発音の習得を重視する。さらにペアワークを通じての会話練習やリスニング練習などにより基本的なスキルを習得する。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

Throughout the semester, the focus will be to acquire Chinese pronunciation as it is the basis for learning Chinese. Students 

will also , acquire basic skills in pair work by practicing conversations and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 0课 欢迎你！ 

2. 第 1课  你好！ 

3. 第 2课  谢谢！ 

4. 第 3课  你叫什么名字？ 

5. 第 4课  你家有几口人？ 

6. 第 5课  现在几点？ 

7. 第 6课  你在学汉语吗？ 

8. 第 7课  多少钱？ 

9. 第 8课  你怎么了？ 

10. 第 9课  你在哪儿呢？ 

11. 第 10课  你喜欢什么？ 

12. 第 11课  你会开车吗？ 

13. 第 12课  你想喝什么？ 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ビギニング』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41042-6 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ883 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語入門 

(Beginner's Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
加固 明子(KAKO AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の発音と基礎文法を習得し，基礎的なコミュニケーション能力を養うことを目標とする。中国語の表音文字である「ピンイ

ン」の読み方，書き方を学び，同時に簡体字も修得する。 

 

The goal of this course is to acquire Chinese pronunciation and basic grammar, to develop basic communication skills,to learn. 

Learn to read and write “Pinyin,” a Chinese phonetic alphabet, and at the same time to learn Simplified Chinese Charactor. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。学期中を通して，中国語学習のすべての基礎と

なる発音の習得を重視する。さらにペアワークを通じての会話練習やリスニング練習などにより基本的なスキルを習得する。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

Throughout the semester, the focus will be to acquire Chinese pronunciation as it is the basis for learning Chinese. Students 

will also , acquire basic skills in pair work by practicing conversations and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 0课 欢迎你！ 

2. 第 1课  你好！ 

3. 第 2课  谢谢！ 

4. 第 3课  你叫什么名字？ 

5. 第 4课  你家有几口人？ 

6. 第 5课  现在几点？ 

7. 第 6课  你在学汉语吗？ 

8. 第 7课  多少钱？ 

9. 第 8课  你怎么了？ 

10. 第 9课  你在哪儿呢？ 

11. 第 10课  你喜欢什么？ 

12. 第 11课  你会开车吗？ 

13. 第 12课  你想喝什么？ 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ビギニング』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41042-6 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ884 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語入門 

(Beginner's Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
関 浩志(SEKI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語の発音と基礎文法を習得し，基礎的なコミュニケーション能力を養うことを目標とする。中国語の表音文字である「ピンイ

ン」の読み方，書き方を学び，同時に簡体字も修得する。 

 

The goal of this course is to acquire Chinese pronunciation and basic grammar, to develop basic communication skills,to learn. 

Learn to read and write “Pinyin,” a Chinese phonetic alphabet, and at the same time to learn Simplified Chinese Charactor. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。学期中を通して，中国語学習のすべての基礎と

なる発音の習得を重視する。さらにペアワークを通じての会話練習やリスニング練習などにより基本的なスキルを習得する。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

Throughout the semester, the focus will be to acquire Chinese pronunciation as it is the basis for learning Chinese. Students 

will also , acquire basic skills in pair work by practicing conversations and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 0课 欢迎你！ 

2. 第 1课  你好！ 

3. 第 2课  谢谢！ 

4. 第 3课  你叫什么名字？ 

5. 第 4课  你家有几口人？ 

6. 第 5课  现在几点？ 

7. 第 6课  你在学汉语吗？ 

8. 第 7课  多少钱？ 

9. 第 8课  你怎么了？ 

10. 第 9课  你在哪儿呢？ 

11. 第 10课  你喜欢什么？ 

12. 第 11课  你会开车吗？ 

13. 第 12课  你想喝什么？ 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ビギニング』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41042-6 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ885 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語初級 

(Elementary Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
李 フェイ(LI FEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

標準的かつ正確な発音と，ピンインの読み書きの能力を確実にし，さらに初級レベルの文法を習得し，日常的なコミュニケーショ

ン能力を養うことを目標とする。 

 

The goal is to ensure students can produce standard and accurate pronunciation, to improve their ability to read and write 

pinyin, to learn beginner-level grammar, and to develop daily communication skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。文法理解のほか，コミュニカティブな方法による

応答練習やペアワークを通じた会話練習やリスニング練習を行い，スキルの向上をはかる。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

In addition to understanding grammar, this course will help students practice listening and replying in a communicative way 

through pair work of conversation in order to improve students’ Chinese language skill. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1课  你吃过寿司吗？ 

2. 第 2课  又要类台风了！ 

3. 第 3课  你去日本旅游了吗？ 

4. 第 4课  你网购吗？ 

5. 第 5课  比我哥哥还高！ 

6. 第 6课  你日语说得真好！ 

7. 复习 

8. 第 7课  你想吃日餐还是中餐？ 

9. 第 8课  你想送妈妈什么礼物？ 

10. 第 9课  我们一起去看电影吧。 

11. 第 10课  你写完作业了吗？ 

12. 第 11课  你开始找工作了吗？ 

13. 第 12课  他们要结婚了。 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ステップアップ』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41046-4 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ886 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語初級 

(Elementary Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
関 智英(SEKI TOMOHIDE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

標準的かつ正確な発音と，ピンインの読み書きの能力を確実にし，さらに初級レベルの文法を習得し，日常的なコミュニケーショ

ン能力を養うことを目標とする。 

 

The goal is to ensure students can produce standard and accurate pronunciation, to improve their ability to read and write 

pinyin, to learn beginner-level grammar, and to develop daily communication skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。文法理解のほか，コミュニカティブな方法による

応答練習やペアワークを通じた会話練習やリスニング練習を行い，スキルの向上をはかる。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

In addition to understanding grammar, this course will help students practice listening and replying in a communicative way 

through pair work of conversation in order to improve students’ Chinese language skill. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1课  你吃过寿司吗？ 

2. 第 2课  又要类台风了！ 

3. 第 3课  你去日本旅游了吗？ 

4. 第 4课  你网购吗？ 

5. 第 5课  比我哥哥还高！ 

6. 第 6课  你日语说得真好！ 

7. 复习 

8. 第 7课  你想吃日餐还是中餐？ 

9. 第 8课  你想送妈妈什么礼物？ 

10. 第 9课  我们一起去看电影吧。 

11. 第 10课  你写完作业了吗？ 

12. 第 11课  你开始找工作了吗？ 

13. 第 12课  他们要结婚了。 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ステップアップ』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41046-4 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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 - 1020 - 

■FQ887 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語初級 

(Elementary Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
白方 直美(SHIRAKATA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

標準的かつ正確な発音と，ピンインの読み書きの能力を確実にし，さらに初級レベルの文法を習得し，日常的なコミュニケーショ

ン能力を養うことを目標とする。 

 

The goal is to ensure students can produce standard and accurate pronunciation, to improve their ability to read and write 

pinyin, to learn beginner-level grammar, and to develop daily communication skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。文法理解のほか，コミュニカティブな方法による

応答練習やペアワークを通じた会話練習やリスニング練習を行い，スキルの向上をはかる。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

In addition to understanding grammar, this course will help students practice listening and replying in a communicative way 

through pair work of conversation in order to improve students’ Chinese language skill. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1课  你吃过寿司吗？ 

2. 第 2课  又要类台风了！ 

3. 第 3课  你去日本旅游了吗？ 

4. 第 4课  你网购吗？ 

5. 第 5课  比我哥哥还高！ 

6. 第 6课  你日语说得真好！ 

7. 复习 

8. 第 7课  你想吃日餐还是中餐？ 

9. 第 8课  你想送妈妈什么礼物？ 

10. 第 9课  我们一起去看电影吧。 

11. 第 10课  你写完作业了吗？ 

12. 第 11课  你开始找工作了吗？ 

13. 第 12课  他们要结婚了。 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ステップアップ』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41046-4 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ888 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語初級 

(Elementary Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
川 浩二(KAWA KOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

標準的かつ正確な発音と，ピンインの読み書きの能力を確実にし，さらに初級レベルの文法を習得し，日常的なコミュニケーショ

ン能力を養うことを目標とする。 

 

The goal is to ensure students can produce standard and accurate pronunciation, to improve their ability to read and write 

pinyin, to learn beginner-level grammar, and to develop daily communication skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。文法理解のほか，コミュニカティブな方法による

応答練習やペアワークを通じた会話練習やリスニング練習を行い，スキルの向上をはかる。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

In addition to understanding grammar, this course will help students practice listening and replying in a communicative way 

through pair work of conversation in order to improve students’ Chinese language skill. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1课  你吃过寿司吗？ 

2. 第 2课  又要类台风了！ 

3. 第 3课  你去日本旅游了吗？ 

4. 第 4课  你网购吗？ 

5. 第 5课  比我哥哥还高！ 

6. 第 6课  你日语说得真好！ 

7. 复习 

8. 第 7课  你想吃日餐还是中餐？ 

9. 第 8课  你想送妈妈什么礼物？ 

10. 第 9课  我们一起去看电影吧。 

11. 第 10课  你写完作业了吗？ 

12. 第 11课  你开始找工作了吗？ 

13. 第 12课  他们要结婚了。 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ステップアップ』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41046-4 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ889 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語初級 

(Elementary Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
加固 明子(KAKO AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

標準的かつ正確な発音と，ピンインの読み書きの能力を確実にし，さらに初級レベルの文法を習得し，日常的なコミュニケーショ

ン能力を養うことを目標とする。 

 

The goal is to ensure students can produce standard and accurate pronunciation, to improve their ability to read and write 

pinyin, to learn beginner-level grammar, and to develop daily communication skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。文法理解のほか，コミュニカティブな方法による

応答練習やペアワークを通じた会話練習やリスニング練習を行い，スキルの向上をはかる。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

In addition to understanding grammar, this course will help students practice listening and replying in a communicative way 

through pair work of conversation in order to improve students’ Chinese language skill. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1课  你吃过寿司吗？ 

2. 第 2课  又要类台风了！ 

3. 第 3课  你去日本旅游了吗？ 

4. 第 4课  你网购吗？ 

5. 第 5课  比我哥哥还高！ 

6. 第 6课  你日语说得真好！ 

7. 复习 

8. 第 7课  你想吃日餐还是中餐？ 

9. 第 8课  你想送妈妈什么礼物？ 

10. 第 9课  我们一起去看电影吧。 

11. 第 10课  你写完作业了吗？ 

12. 第 11课  你开始找工作了吗？ 

13. 第 12课  他们要结婚了。 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ステップアップ』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41046-4 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ890 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎中国語初級 

(Elementary Chinese) 

担当者名 

（Instructor） 
関 浩志(SEKI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

標準的かつ正確な発音と，ピンインの読み書きの能力を確実にし，さらに初級レベルの文法を習得し，日常的なコミュニケーショ

ン能力を養うことを目標とする。 

 

The goal is to ensure students can produce standard and accurate pronunciation, to improve their ability to read and write 

pinyin, to learn beginner-level grammar, and to develop daily communication skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回一括履修。全クラスで統一教科書，統一シラバスによって授業を進める。文法理解のほか，コミュニカティブな方法による

応答練習やペアワークを通じた会話練習やリスニング練習を行い，スキルの向上をはかる。 

 

Classes are held twice a week. Standardized Chinese textbooks and a standardized Chinese syllabus will be used in all classes. 

In addition to understanding grammar, this course will help students practice listening and replying in a communicative way 

through pair work of conversation in order to improve students’ Chinese language skill. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1课  你吃过寿司吗？ 

2. 第 2课  又要类台风了！ 

3. 第 3课  你去日本旅游了吗？ 

4. 第 4课  你网购吗？ 

5. 第 5课  比我哥哥还高！ 

6. 第 6课  你日语说得真好！ 

7. 复习 

8. 第 7课  你想吃日餐还是中餐？ 

9. 第 8课  你想送妈妈什么礼物？ 

10. 第 9课  我们一起去看电影吧。 

11. 第 10课  你写完作业了吗？ 

12. 第 11课  你开始找工作了吗？ 

13. 第 12课  他们要结婚了。 

14. 复习 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ごとに担当教員から指示される自宅学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業時に行う小テストの結果を含めた平常点(60%)/学期末に行う中国語統一テスト(40%) 

上記の結果から総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李偉・管虹・岩田好司、2020、『協同学習で学ぶ中国語 ステップアップ』（第 3 版）、三修社 (978-4-384-41046-4 C1087) 

 

参考文献（Readings） 

『中日辞典』（小学館），『中日辞典』（講談社）あるいは同レベルの電子辞書を勧める 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各クラスの Blackboardを参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ891 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語コミュニケーション１ 

(Advanced Chinese Communication 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
王 英輝(WANG YINGHUI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

     通过以听说读为主的多方面的语言训练，进一步提高学生的汉语语言表达能力和语言交际能力，同时，加深学生对中

国社会，经济，文化等各方面的认识和了解。 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

       本课将用汉语授课。学习的重点放在听力、阅读理解和口语表达方面。选取中国社会、生活、文化等多方面的话

题，进行较高难度的听、说、读、写、译等各种语言训练。学生将在课堂上用自己的语言对相关话题的内容简述归纳，并

对日本或其他国家的同类问题等进行比较，表述观点和看法。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 通过自我介绍等确认学生的语言能力和感兴趣的话题。介绍本课的学习内容和要求。 

2. 经济（一） 

 

3. 经济（二） 

4. 社会（一） 

5. 社会（二） 

6. 生活（一） 

7. 生活（二） 

8. 教育（一） 

9. 教育（二） 

10. 文化（一） 

11. 文化（二） 

12. 科技 

13. 旅游 

14. 复习和期末测验 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

课外学习内容在每次上课时通知 

要求学生提前预习，并完成每次的作业。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題等(30%)/期末テスト(40%)/授業参加度(30%) 

 出勤率少于四分之三将失去获得本课程学分的资格。·出席率が 3/4未満の場合、単位を得る資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用复印教材。要求学生带词典上课。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・对象：适合已经完成了中级汉语学习的学生，或者汉语水平相当于 HSK4级-5级、中国语检定 3级以上的学生。 

 

・教学方法：讲授、pair work， group work，discussion.  

 

注意事項（Notice） 
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■FQ892 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語コミュニケーション２ 

(Advanced Chinese Communication 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
趙 雪倩(ZHAO XUEQIAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

    汉语教学的主要目标是培养学习者的汉语交际能力。本课程通过在特定情景中的汉语交际练习，改善学生的汉语发

音，帮助学生掌握地道的汉语口语，提高学生口语表达的准确度和流利度；使其掌握更为复杂的汉语交际技巧，从而在实

际生活中更加流利自如地运用汉语进行表达和交流。 

 

The objective of teaching Chinese as a foreign language is to enhance the learners' communicative skills. Through 

communicative exercises, this course aims to improve the participants’ pronunciations and deepen their understandings in 

authentic Chinese. Participants will finish the course able to speak Chinese more fluently and accurately and able to use 

advanced Chinese communicative techniques. 

 

授業の内容（Course Contents） 

       本课程全部用汉语授课。话题主要是跟社会、生活以及文化等密切相关的内容。课文内容尽量贴近学生的生活。每

次上课，会根据话题学习相关的词语和课文，进行句子和语段的操练，在此基础上开展各种情景交际表达练习，从而提高

学生的汉语口语水平，培养学生的交际能力。上课的基本环节包括：（1）语言准备；（2）机械性训练；（3）半自由训练；

（4）交际性训练。在教学中，以精讲多练为原则，在大量的练习中培养学习者的汉语交际能力。 

 

This course is taught in Chinese and covers society, everyday life, and culture. The content is highly relevant to students' lives. 

The instructor will introduced terms related to the topic, then the participants will engaged in situational communicative 

exercises aimed at enhancing their communication skills and improving their Chinese proficiency. The basic teaching process in 

a session will include: (1) language preparation, (2) mechanical exercises, (3) semi-free exercises, and (5) communication 

exercises. The principal of teaching is to combine concise explanations with abundant communication. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生活话题（1） 

2. 生活话题（2） 

3. 生活话题（3） 

4. 生活话题（4） 

5. 文化话题（1） 

6. 文化话题（2） 

7. 文化话题（3） 

8. 文化话题（4） 

9. 社会话题（1） 

10. 社会话题（2） 

11. 社会话题（3） 

12. 经济话题（1） 

13. 经济话题（2） 

14. 复习和期末测验 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

课外学习内容在每次上课时通知 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末テスト(40%)/授業参加度(40%)/課題等(20%) 

 出勤率少于四分之三将失去获得本课程学分的资格。·出席率が 3/4未満の場合、単位を得る資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

教学材料每次上课以前分发。教材は毎回授業前に配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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每次上课时布置。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・对象：适合已经完成了中级汉语学习的学生，或者汉语水平相当于 HSK4级-5级、中国语检定 3级的学生。 

 

・教学方法：讲授、pair work， group work，discussion.  

 

注意事項（Notice） 
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■FQ893 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語ライティング１ 

(Advanced Chinese Writing 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
王 英輝(WANG YINGHUI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

    本课程的教学目的是学习掌握中文各种常见文体的写作技巧，通过作文练习帮助学生克服母语干扰，在一定程度上

能够自己意识到并纠正错误，比较准确地用汉语进行书面表达，并学会正确使用汉语的标点符号，在整体上提高学生的汉

语写作水平。 

 

授業の内容（Course Contents） 

       通过课堂讲解和写作实践帮助学生熟悉并掌握各种常见文体，指导学生运用学过的语言知识，进行汉语写作活动。

基本上每堂课都会参照范文等进行写作训练，并进行作文修改。 

 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自我介绍 

2. 作文 1 

3. 作文 2 

4. 作文 3 

5. 作文 4 

6. 作文 5 

7. 作文 6 

8. 作文 7 

9. 作文 8 

10. 作文 9 

11. 作文 10 

12. 作文 11 

13. 作文 12 

14. 复习和期末考试 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

课外学习内容在每次上课时通知。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末テスト(30%)/授業参加度(40%)/課題等(30%) 

出勤率达不到 3/4者将失去获得本门课成绩的资格。Attendance rate has to be higher than 3/4 to get a score for 

this course. 

 

テキスト（Textbooks） 

教学材料每次上课以前分发。教材は毎回授業前に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

每次上课时布置。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・对象：适合已经完成了中级汉语学习的学生，或者汉语水平相当于 HSK4级-5级、中国语检定 3级的学生。 

 

・教学方法：讲授、pair work， group work，discussion. 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ894 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語ライティング２ 

(Advanced Chinese Writing 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
趙 雪倩(ZHAO XUEQIAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

      书面表达是语言学习的一个重要方面，本课程通过课堂讲授和写作练习，引导学生学习并运用相关的写作技巧，帮

助学生解决写作实践中遇到的种种困难和问题，使学生掌握所学文章体裁的写作要点，从而能够比较准确地用汉语进行书

面表达，提高汉语写作水平,培养学生们的汉语写作能力和兴趣。 

 

Writing is an important skill in language learning. This course combines classroom lecture and writing exercises to help students 

obtain the relevant skills in writing Chinese and overcome various difficulties arising from writing practices. Students will also 

learn the writing styles needed on daily basis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

       包括语言训练与写作训练两部分，通过课堂讲解和写作实践帮助学生熟悉并掌握记叙文、说明文以及议论文等其他

应用文体的写作技巧，让学生们知道应该写什么以及怎么写。每次课堂教学会要求学生写一篇作文，教学过程为：（1）学

习语言和文体知识;(2)语言训练；（3）写作内容的思考和讨论；（4）写作练习；（5）作文修改。 

 

The course consists of language and writing training. The participants are required to grasp the techniques in narrative, 

expository, and argumentative and other practical writings to become clearly aware of what and how to write in Chinese. After 

every class, students will be assigned a different writing task. The teaching process includes: (1) learning knowledge of language 

and style, (2) language exercise, (3) reflection and discussion of writing content, (4) writing practice, and (6) writing revision. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 记叙文（1） 

2. 记叙文（2） 

3. 说明文（1） 

4. 说明文（2） 

5. 阅读一篇文章并写摘要 

6. 材料作文（1） 

7. 材料作文（2） 

8. 材料作文（3） 

9. 材料作文（4） 

10. 议论文（1） 

11. 议论文（2） 

12. 议论文（3） 

13. 议论文（4） 

14. 复习和测验 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

课外学习内容在每次上课时通知。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末テスト(40%)/授業参加度(40%)/課題等(20%) 

出勤率达不到 3/4者将失去获得本门课成绩的资格。 Attendance rate has to be higher than 3/4 to get a score for 

this course. 

 

テキスト（Textbooks） 

教学材料每次上课以前分发。教材は毎回授業前に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

每次上课时布置。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・对象：适合已经完成了中级汉语学习的学生，或者汉语水平相当于 HSK5级、中国语检定 2级-3级的学生。 

 

・教学方法：讲授、pair work， group work，discussion. 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ895 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語リスニング・リーディング１ 

(Advanced Chinese Listening & Reading 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
王 紅艶(WANG HONGYAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本课程重点培养学生的听力和阅读能力，训练学生“听”和“读”的技能。通过各种练习，训练学生能在具体语境中理解

说话人的基本意图，能准确获取各种具体信息，能在对话中揣摩说话人的态度，捕捉语言背后的各种有用的信息，具有根

据语境猜词的能力。 

 

The main goal of this course is to develop students' listening and reading abilities, train students' "listening" and "reading" 

skills. Through practices, students are trained to grasp the basic intention of the speaker in specific language environment, 

accurately acquire basic information, capture the attitude of the speaker in the conversation, understand all the useful 

information behind the language and, and develop the ability to guess the meaning based on the context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

课程每次围绕一个话题，选择与学生生活关系密切的材料进行精听和泛听练习，课程将通过多种不同的练习方式，来进行

重点词语、重点句式的训练，通过讲解和练习克服听力中的难点，培养听力技巧，提高听力水平。 

上课前会要求学生预习生词。阅读和话题有关的材料，在上课时会结合“听”的内容进行阅读练习。 

 

This course revolves around one topic every time. Materials closely related to students' life are adopted for the training of 

intensive and extensive listening. Different training modes are combined for key vocabulary and sentence pattern training in this 

course. Through the teacher's interpretation and training, students can overcome difficulties in listening, develop their listening 

skills, and improve their listening proficiency. 

Before the class begins, students are required to preview new vocabularies, and read materials related to the topic. In class, the 

teacher will combine the content of “listening” for reading exercises. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 中国的学校(1) 

3. 中国的学校(2) 

4. 中国的民族(1) 

5. 中国的民族(2) 

6. 中国人的婚丧嫁娶(1) 

7. 中国人的婚丧嫁娶(2) 

8. 中国的节气(1) 

9. 中国的节气(2) 

10. 中国的节日(1) 

11. 中国的节日(2) 

12. 中国的饮食(1) 

13. 中国的饮食(2) 

14. 总复习•期末测验 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

课外学习内容在每次上课时通知。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

课堂表现(40%)/老师布置的教学任务（包括平时作业）的完成情况(20%)/期末测验(40%) 

出勤率达不到 3/4者将失去获得本门课成绩的资格。出席率が３／４に満たない場合、単位を取得する資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1、要经常看中国的新闻 

2、课程开始时，汉语水平为 HSK4 级 

3、每次课发教材 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ896 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語リスニング・リーディング２ 

(Advanced Chinese Listening & Reading 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
王 紅艶(WANG HONGYAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本课程重点培养学生的听力和阅读能力，训练学生“听”和“读”的技能。通过各种练习，训练学生能在具体语境中理解

说话人的基本意图，能准确获取各种具体信息，能在对话中揣摩说话人的态度，捕捉语言背后的各种有用的信息，具有根

据语境猜词的能力。 

 

The main goal of this course is to develop students' listening and reading abilities, train students' "listening" and "reading" 

skills. Through practices, students are trained to grasp the basic intention of the speaker in specific language environment, 

accurately acquire basic information, capture the attitude of the speaker in the conversation, understand all the useful 

information behind the language and, and develop the ability to guess the meaning based on the context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

课程每次围绕一个话题，选择与学生生活关系密切的材料进行精听和泛听练习，课程将通过多种不同的练习方式，来进行

重点词语、重点句式的训练，通过讲解和练习克服听力中的难点，培养听力技巧，提高听力水平。 

上课前会要求学生预习生词。阅读和话题有关的材料，在上课时会结合“听”的内容进行阅读练习。 

 

This course revolves around one topic every time. Materials closely related to students' life are adopted for the training of 

intensive and extensive listening. Different training modes are combined for key vocabulary and sentence pattern training in this 

course. Through the teacher's interpretation and training, students can overcome difficulties in listening, develop their listening 

skills, and improve their listening proficiency. 

Before the class begins, students are required to preview new vocabularies, and read materials related to the topic. In class, the 

teacher will combine the content of “listening” for reading exercises. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自我介绍、确认每个同学的汉语水平 

2. 中国的大学生(1) 

3. 中国的大学生(2) 

4. 中国的民族问题(1) 

5. 中国的民族问题(2) 

6. 中国人的风俗习惯(1) 

7. 中国人的风俗习惯(2) 

8. 中国的名胜古迹(1) 

9. 中国的名胜古迹(2) 

10. 中国人的出国游(1) 

11. 中国人的出国游(2) 

12. 中日文化交流(1) 

13. 中日文化交流(2) 

14. 总复习•期末测验 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

课外学习内容在每次上课时通知。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

课堂表现(40%)/老师布置的教学任务（包括平时作业）的完成情况(20%)/期末测验(40%) 

出勤率达不到 3/4者将失去获得本门课成绩的资格。出席率が３／４に満たない場合、単位を取得する資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1、要经常看中国的新闻 

2、课程开始时，汉语水平为 HSK4-5级 

3、每次上课发教材 

 

注意事項（Notice） 
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■FQ897 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級中国語演習１ 

(Advanced Chinese 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
李 フェイ(LI FEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNC3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  本课程主要培养学生的阅读理解能力，以及用汉语思考、表述自己想法的表达能力。通过每周的阅读与写作来加深对汉

语、中国文化的理解。 

 

In this course students can improve their reading ability and the ability to think and give opinions by Chinese. We will do the 

training of reading and writing every week to get more knowledge of Chinese and China. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  本课程每周将指定阅读教材，学生们各自在课下预习后，课上围绕语言的奥秘、日语和汉语的差别等问题进行小组讨论

与发表。然后一起完成每课的练习题。通过阅读、口头表述等训练，学生可以综合性地提高其汉语水平。 

 

In this course, we use the textbook which is on the topics of languages. Students have to read them in advance every week and 

do the discussion with other people at class. Finally, we review the lesson by doing the drill in the textbook. By these training, 

students can improve their Chinese comprehensively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 数字的活用（1） 

2. 数字的活用（2） 

3. 外来词（1） 

4. 外来词（2） 

5. 月亮吃苹果 

6. 施事与受事（1） 

7. 施事与受事（2） 

8. “恢复疲劳”的争论 

9. 下雨天，留客天 

10. “下”“雨”“了”的排列方式 

11. 歧义是怎样产生的（1） 

12. 歧义是怎样产生的（2） 

13. 用字双成 

14. “慢”话 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

  学生需要每周提前预习阅读材料，有时需要完成课外作业。 

  根据课程进展，每周的内容会有调整。 

   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

课上发表（授業内発表）(20%)/作业的提交、完成情况(宿題提出と完成度)(30%)/课上小测验(授業内小テスト)(40%)/期末

测验(期末テスト)(10%) 

出席率不满 3分之 2的人将失去取得学分的资格。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 相原茂 内田慶市、2014、『ことばのふしぎー中国語学読本』、朝日出版社 (ISBN:9784255452500) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本课程全部使用汉语授课。 

本课程相当于 HSK4-5级水平。 
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学生在课上会有小组讨论，个人发表等活动。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語基礎１ 

(Basic Korean 1) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

※資料の配付や課題の提示・提出は Blackboardを通して行うので、授業終了後と開始

前に必ずアクセスすること。使用方法についてはマニュアル

（https://helpdesk.rikkyo.ac.jp/bb_stu）を参照すること【4 月 23 日追記】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語の文字にまず習熟し，発音を正しく身につけた上で，あいさつや初歩的な表現を使いこなせるようにする。 

 

Become familiar with Korean characters first and after learning the correct pronunciation, learn to utilize greetings and basic 

expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

朝鮮語の文字を読み取り正確な発音ができるための学習をする。次に，基本的なあいさつや自己紹介の表現を学ぶ。つづいて，

もっとも基本的な構文をていねいな語尾で作れるようにする。否定や疑問の形を学んだあと，数の数え方，過去形まで学習する。 

 

Learn to read Korean characters and be able to pronounce them correctly. Next, learn basic expressions for greetings and self-

introductions. Following that, learn to be able to make the most basic syntax with polite endings. After learning the forms of 

negatives and questions, learn how to count numbers and the past tense. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入と文字の基礎／10 個の基本母音 

2. 子音 鼻音・流音、平音・激音・濃音 

3. 複合母音，パッチム、日本語をハングルで書く 

4. 発音の復習，「～は○○です／ではありません」の表現、 요語尾 

5. 疑問詞、漢数詞と固有数詞 

6. もうひとつの丁寧な語尾 ㅂ니다形、用言と語尾のつなげ方 

7. 3 段の活用（3 つの語基）、第Ⅲ語基 

8. 否定形、中間テスト 

9. 第Ⅰ語基、第Ⅱ語基、不可能の表現 못 

10. 過去形の表現 

11. 過去形の練習、尊敬形 

12. 尊敬形と尊敬語 

13. 尊敬形の過去 

14. 全体のまとめ、期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして最低限、本文の内容を覚えること。同時に、音読を侮らずしっかり声を出して繰り返し読んでみること。小

テストなどに備えてパターンを身に着けるとともに、語彙を増やしていくことも大切である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. チョ・ヒチョル、2011、『本気で学ぶ韓国語』、ペレ出版 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。電子辞書は旅行会話用のソフトでは対応できないので、ソフトの内容をよく確認すること。紙の辞書も語彙が少な

いものは学習上、不便が生じることがある。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FR121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語基礎１ 

(Basic Korean 1) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

※資料の配付や課題の提示・提出は Blackboardを通して行うので、授業終了後と開始

前に必ずアクセスすること。使用方法についてはマニュアル

（https://helpdesk.rikkyo.ac.jp/bb_stu）を参照すること【4 月 23 日追記】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語の文字にまず習熟し，発音を正しく身につけた上で，あいさつや初歩的な表現を使いこなせるようにする。 

 

Become familiar with Korean characters first and after learning the correct pronunciation, learn to utilize greetings and basic 

expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

朝鮮語の文字を読み取り正確な発音ができるための学習をする。次に，基本的なあいさつや自己紹介の表現を学ぶ。つづいて，

もっとも基本的な構文をていねいな語尾で作れるようにする。否定や疑問の形を学んだあと，数の数え方，敬語まで学習する。 

 

Learn to read Korean characters and be able to pronounce them correctly. Next, learn basic expressions for greetings and self-

introductions. Following that, learn to be able to make the most basic syntax with polite endings. After learning the forms of 

negatives and questions, learn how to count numbers and honorifics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入と文字の基礎 基本母音 

2. 母音と基本子音／激音と濃音 

3. 合成母音，パッチム 

4. 発音の復習，日本語をハングルで書く 

5. 第１課 ～は～です／～ですか？ ㅂ니다語尾 

6. 第２課 ～は～です／ですか？／ではありません 요語尾 

7. 第３課 ～がいます／あります ～がいません／ありません 요語尾 

8. 第４課 ～します／しますか？ ㅂ니다語尾 

9. 第５課 漢数字 ～しません ㅂ니다語尾 

10. 第６課 固有数詞 ～しに 

11. 第７課 敬語 ～という 

12. 第８課 ～れば／たら ～したい ～しましょう 

13. 春学期全体の復習 

14. まとめと期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして基本的な文型と単語を覚えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 201９年、『いっしょにコリアン』、白帝社 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

■FR211 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語基礎２ 

(Basic Korean 2) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な文法事項を，この「基礎２」で学び終えることをめざす（ハングル能力検定４級相当）。これらの知識を基礎にして，聞き取

る力も養う。 

 

The aim is to finish learning basic grammar items in “Basic 2” (equivalent to Grade 4 of The Korean Language Proficiency Test). 

Based on this knowledge, also develop the listening skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

用言の連体形を学び、状況に合わせて使えるようにする。また 3段の活用を使いこなし、様々な表現を身に着ける。さらに、変則

用言を学んで日常的によく登場する変則用言の使い方に習熟する。 

 

Learn Adnominal form of the declinable word so that you can use it according to the situation. Next, master the use of Three 

kinds of conjugation  and learn various expressions. In addition, learn Irregular verb and become proficient in the usage of 

Irregular verb that frequently appear on a daily basis.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期の復習、第Ⅰ語基＋고 있다 

2. 形容詞の連体形、第Ⅲ語基 있다 

3. 第Ⅲ語基に動詞が続く形、第Ⅰ語基＋고 싶다 

4. 理由を表わす表現（接続、語尾）の니까, 서, 거든요 

5. 用言の現在連体形 

6. 用言の過去連体形 

7. 用言の連体形のまとめ、可能・不可能 

8. 意志・推量の表現 第Ⅰ語基＋겠다、中間テスト 

9. ㅂ変則用言、ㄷ変則用言 

10. 르語幹末の３つの変則用言、ㅅ変則用言 

11. ㅎ変則用言,으変則用言 

12. 義務の表現、第Ⅰ語基＋기 전에 

13. 알다, 모르다に関わる表現 

14. 全体のまとめと期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして最低限本文の内容を覚えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. チョ・ヒチョル、2011 年、『本気で学ぶ韓国語』、ペレ出版 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。ただし、辞書のソフトの内容を確認すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語基礎２ 

(Basic Korean 2) 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な文法事項を，この「基礎２」で学び終えることをめざす（ハングル能力検定４級相当）。これらの知識を基礎にして，聞き取

る力も養う。 

 

The aim is to finish learning basic grammar items in “Basic 2” (equivalent to Grade 4 of The Korean Language Proficiency Test). 

Based on this knowledge, also develop the listening skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期で学んだ二つのていねい形のうち、ㅂ니다よりも日常的に使われる요の語尾を幅広く使えるようにする。さらに，不規則活

用（変則用言）について，よく使われるものを中心に学ぶ。そして、連体形を学習しつつ動詞・形容詞の語彙を増やす。 

 

Of the two polite forms learned in the spring semester, learn to predominantly use 요 as it is more commonly used at the 

endings of sentences than ㅂ니다. Furthermore, learn about irregular conjugations (irregular declinable words) while focusing on 

commonly used ones. Then, increase the vocabulary of verbs and adjectives while learning attributive forms. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 9 課 ～できない ～してください 子音語幹の요語尾の形 

2. 第 10 課 ～しなければならない ㄹ거예요の文末表現 母音語幹요語尾の形 

3. 第 11 課 過去形 接尾辞고 接尾辞서 

4. 第 12 課 ～してみる 接尾辞니까 接尾辞ㄹ까요? 

5. 第 13 課 ㅂ不規則用言 接尾辞겠다 接尾辞도 

6. 第 14 課 ㄷ不規則用言 ～することができる／できない ～する前に 

7. 用言の活用を中心としたここまでの復習 

8. 第 15 課 으不規則用言 ～してもいい ～しないでください 

9. 第 16 課 르不規則用言 ～している ～だが 

10. 第 17 課 ㅎ不規則用言 ～のために／せいで 同意を求める文末表現 

11. 第 18 課 動詞の現在連体形 形容詞の現在連体形 ㄹ게요の文末表現 

12. 第 19 課 動詞の過去連体形 ～した後 네요の文末表現 

13. 秋学期全体の復習 

14. まとめと期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして基本的な文型と単語を覚えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 201９年、『いっしょにコリアン』、白帝社 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR701 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語中級１                      新座(Niiza) 

(Intermediate Korean 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

金 良淑(KIM YANGSOOK) 

郭 珍京(KWAG JINGYEONG) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎 1・基礎 2 の学習内容を一部復習しつつ，朝鮮語の実践的会話能力を身につける。短いフレーズでも積極的にコミュニケー

ションができる力を養う。 

 

Acquire practical conversation skills in Korean while reviewing some of the content learned in Basic 1 and Basic 2. Develop the 

ability to communicate positively even with short phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎で学んだ基礎文法をふまえ，語彙を増やしつつ，それを会話に生かして使えるよう週 2 回の授業を通じてトレーニングを行

う。復習を繰り返しつつ次第に進んでいくように組み立てられている。特に生活上の単語を増やし日常会話に自信をつける。ハン

グル能力検定試験の４級から３級にかけての受験も意識しつつ授業を進める。一部の授業を朝鮮語で行う。 

 

Conversation training will be given based on the grammar learned in the Basics, while increasing the vocabulary, through classes 

held twice a week. The course is designed to review repeatedly so as to progress gradually. Increase words used especially in 

daily life and build confidence in everyday conversations. The class will proceed while keeping in mind The Korean Language 

Proficiency Test Grade 4 to 3. Some classes will be conducted in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第５課 順接の接尾辞／動詞の現在連体形／野菜の名前 

2. 第６課 動詞の過去・未来連体形／親族の呼称 

3. 第７課 「～している」の表現／ㅎ変則活用／着衣動詞 

4. 第８課 「～してみる」の表現／「～して」の表現／色の名前 

5. 第９課 「～したことがある」の表現／「～しか＋否定形」の表現／反対語の形容詞 

6. 第１０課 あいまいな接続語尾 

7. 第１１課 「～くらい」の語尾 

8. 第１２課 文末の詠嘆表現／花の名前 

9. 第１３課 文末の詠嘆表現／「～でも」の表現／天気に関する単語 

10. 第１４課 同意を求める文末表現／推量の詠嘆表現 

11. 第１５課 「～する／した時」の表現／一人称意志、三人称推量の表現／味に関する単語 

12. 第１６課 「～として」の助詞／「~している間」の表現／携帯電話に関する単語 

13. 第１７課 「～してあげる／してくれる」の表現／あいまいな接続語尾 

14. 春学期の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習をしっかりして語彙や表現を増やしていくように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/テスト，提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カナタ韓国語学院、2013、『カナタ KOREAN 初級２』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-05678-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR703 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語中級２                      新座(Niiza) 

(Intermediate Korean 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

金 良淑(KIM YANGSOOK) 

郭 珍京(KWAG JINGYEONG) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

それまでの学習内容の上に立って，朝鮮語の実践的会話能力を身につける。短いフレーズでも積極的にコミュニケーションがで

きる力を養う。 

 

Acquire practical conversation skills in the Korean language to build on the content learned up to that point. Develop the ability 

to communicate positively even with short phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

語彙を増やしつつ，それを会話に生かして使えるよう週 2 回の授業を通じてトレーニングを行う。発表などを通じ，特に生活上の

単語を増やし会話的表現に習熟して日常会話に自信をつける。ハングル能力検定試験の４級から３級にかけての受験も意識し

つつ授業を進める｡一部の授業を朝鮮語で行う。 

 

While increasing vocabulary, training will be given to use it in conversation through classes held twice a week. By delivering 

presentations etc., increase words especially used in daily life and become experienced with conversational expressions to build 

confidence in daily conversation. The class will proceed while keeping in mind The Korean Language Proficiency Test Grade 4 to 

3. Some classes will be conducted in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１８課  「～しなければならない」の表現／両替について 

2. 第１９課 「～だから」の表現／「～も」の表現／外来語 

3. 第２０課 「～のようだ」の表現／「～のようになる」の表現 

4. 第２１課 「～しましょうか」の表現／「～したら」の表現／服の名前 

5. 第２２課 形容詞の副詞形／「～するだろう」の表現 

6. 第２３課 不規則活用／「～したようです」の表現／ 

7. 第２４課 形容詞の動詞化／「～するから」の表現／発音の規則 

8. 第２５課 動詞現在連体形／あいさつ 

9. 第２６課 「～する方法をしっている／知らない」の表現／「～してもいい」／「～してはいけない」の表現 

10. 第２７課 「～しても」の表現／「～だったらいいのに」の表現 

11. 第２８課 「～してから○○」の表現／「～していく／してくる」の表現 

12. 第２９課 「～何番目」の表現／理由を表す文末語尾／「～後に」の表現／電気製品の名前 

13. 第３０課 「～で」の接続語尾／不完全名詞 

14. 秋学期の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習をしっかりして語彙や表現を増やしていくように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/テスト，提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カナタ韓国語学院、2013、『カナタ KOREAN 初級２』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-05678-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR705 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語スタンダード１                  新座(Niiza) 

(Intermediate Korean 1 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
崔 先鎬(CHOI SEONHO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実践的に使えるリスニングや基礎的な会話の練習を重ねていく予定です。 

 

In this Korean language lecture about to the repeatedly perform practical listening and basic conversation practice. 

 

授業の内容（Course Contents） 

数詞，未来の出来事や意志の表現，勧誘形や変則用言，命令形などを学びます。 

１年次の基礎１・基礎２を終えたレベルを想定しており、ハングル検定で４級から３級をめざす程度の学習内容で進めます。毎回

教科書の音読の後、会話の練習を行います。 

 

In this Lecture about to the Korean numerals, expressions of future events and intentions, forms of invitations, irregular 

declinable words, and imperative forms. Particularly, to consider a prerequisite to complete the Basic 1 and Basic 2 levels in the 

first year, and the aim is to proceed with studying for and achieving either Grade 4 or 3 of The Korean language proficiency 

test, to the practice the conversation each time after reading aloud from the textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 8 課 買い物 

2. 第 8 課 買い物 

3. 第 8 課 買い物 

4. 第 9 課 計画 

5. 第 9 課 計画 

6. 第 9 課 計画 

7. 第 10 課 食べ物 

8. 第 10 課 食べ物 

9. 第 10 課 食べ物 

10. 第 10 課 食べ物 

11. 第 11 課 交通機関の利用 

12. 第 11 課 交通機関の利用 

13. 第 11 課 交通機関の利用 

14. 第 11 課 交通機関の利用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特に指示はありません。辞書は必要です。 

復習をきちんとしましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 梨花女子大学言語教育院、『梨花韓国語』2-1、梨花女子大学出版部 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

映像等を並行して紹介する予定です。その他, 必要な場合はコピーなどを配付いたします。なお、授業中に全ての電子機器の操

作（写真撮影・録画・録音・モバイル・スマホ・パソコン操作等）は絶対に行わないようにお願いいたします。辞書が必要な場合は、

紙の辞書か電子辞書をご持参ください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR706 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語スタンダード２                  新座(Niiza) 

(Intermediate Korean 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
高 成鳳(KOU SONBON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語基礎１・基礎２で学習した内容を継承発展させ，朝鮮語の実用的な語学力の養成を目標とします。  

 

The goal is to develop practical Korean language skills by successfully applying the content learned in Basic Korean 1 and Basic 

Korean 2.  

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は朝鮮語基礎１・基礎２で学習した内容を随時確認しながら進めます。またハングル検定試験対策も視野に，基本的文法事

項を押さえながら語彙力増強とリスニング能力の向上をはかり，朝鮮語の実用的なコミュニケーション能力の習得を目指します。 

ハングル検定で４級から３級をめざす程度の学習内容で進めます。 

 

Classes will be conducted by checking the content learned in Basic Korean 1 and Basic Korean 2 as required. In addition, in 

view of preparing for The Korean Language Proficiency Test, the aim is to improve vocabulary and listening skills while adhering 

to basic grammatical items, and to acquire practical communication skills in Korean. The aim is to proceed with studying for and 

achieving either Grade 4 or 3 of The Korean language proficiency test. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 病院（その１） 

2. 第１課 病院（その２） 

3. 第１課 病院（その３） 

4. ハングル検定試験対策を兼ねた総合学習 

5. 第２課 紛失物（その１） 

6. 第２課 紛失物（その２）  

7. 第２課 紛失物（その３）  

8. 第３課 交換と払い戻し（その１） 

9. 第３課 交換と払い戻し（その２） 

10. 第３課 交換と払い戻し（その３） 

11. 第４課 天気と季節（その１） 

12. 第４課 天気と季節（その２） 

13. 第４課 天気と季節（その３） 

14. 春学期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業に集中し，必要に応じてきちんとノートをとってください。継続的な復習が効果的です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/授業への参加姿勢・貢献度(50%)/発表・課題等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 한국어교육열린연구회、2014、『열린 한국어』초급 3、도서출판 하우 (ISBN:978-89-7699-862-0) 

テキストの購入方法については初回授業時に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書は必ず用意してください。授業の具体的な進め方やレベルの設定については，受講生の希望に柔軟に対応したいと考えて

います。授業への積極的な参加と提案を期待します。 
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注意事項（Notice） 
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■FR707 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語スタンダード３                  新座(Niiza) 

(Intermediate Korean 3 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
崔 先鎬(CHOI SEONHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実践的に使えるリスニングや基礎的な会話の練習を重ねていく予定です。 

 

In this Korean language lecture about to the repeatedly perform practical listening and basic conversation practice. 

 

授業の内容（Course Contents） 

数詞，未来の出来事や意志の表現，勧誘形や変則用言，命令形などを学びます。 

１年次の基礎１・基礎２を終えたレベルを想定しており、ハングル検定で４級から３級をめざす程度の学習内容で進めます。毎回

教科書の音読の後、会話の練習を行います。 

 

In this Lecture about to the Korean numerals, expressions of future events and intentions, forms of invitations, irregular 

declinable words, and imperative forms. Particularly, to consider a prerequisite to complete the Basic 1 and Basic 2 levels in the 

first year, and the aim is to proceed with studying for and achieving either Grade 4 or 3 of The Korean language proficiency 

test, to the practice the conversation each time after reading aloud from the textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 12 課 天気 

2. 第 12 課 天気 

3. 第 12 課 天気 

4. 第 13 課 電話 

5. 第 13 課 電話 

6. 第 13 課 電話 

7. 第 14 課 約束 

8. 第 14 課 約束 

9. 第 14 課 約束 

10. 第 14 課 約束 

11. 第 15 課 趣味 

12. 第 15 課 趣味 

13. 第 15 課 趣味 

14. 第 15 課 趣味 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特に指示はありません。辞書は必要です。 

復習をきちんとしましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 梨花女子大学言語教育院、『梨花韓国語』2-1、梨花女子大学出版部 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

映像等を並行して紹介する予定です。その他, 必要な場合はコピーなどを配付いたします。なお、授業中に全ての電子機器の操

作（写真撮影・録画・録音・モバイル・スマホ・パソコン操作等）は絶対に行わないようにお願いいたします。辞書が必要な場合は、

紙の辞書か電子辞書をご持参ください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR708 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語スタンダード４                  新座(Niiza) 

(Intermediate Korean 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
高 成鳳(KOU SONBON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語基礎１・基礎２で学習した内容を継承発展させ，朝鮮語の実用的な語学力を養成することを目標とします。  

 

The goal is to develop practical Korean language skills by successfully applying the content learned in Basic Korean 1 and Basic 

Korean 2.  

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は朝鮮語基礎１・基礎２で学習した内容を随時確認しながら進めます。またハングル検定試験対策も視野に，基本的文法事

項を押さえながら語彙力増強とリスニング能力の向上をはかり，朝鮮語の実用的なコミュニケーション能力の習得を目指します。 

ハングル検定で４級から３級をめざす程度の学習内容で進めます。 

 

Classes will be conducted by checking the content learned in Basic Korean 1 and Basic Korean 2 as required. In addition, in 

view of preparing for The Korean Language Proficiency Test, the aim is to improve vocabulary and listening skills while adhering 

to basic grammatical items, and to acquire practical communication skills in Korean. The aim is to proceed with studying for and 

achieving either Grade 4 or 3 of The Korean language proficiency test. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第５課 予約（その１） 

2. 第５課 予約（その２） 

3. 第５課 予約（その３） 

4. ハングル検定試験対策を兼ねた総合学習 

5. 第６課 銀行（その１） 

6. 第６課 銀行（その２）  

7. 第６課 銀行（その３）  

8. 第７課 アルバイト（その１） 

9. 第７課 アルバイト（その２） 

10. 第７課 アルバイト（その３） 

11. 第８課 住まい探し（その１） 

12. 第８課 住まい探し（その２） 

13. 第８課 住まい探し（その３） 

14. 秋学期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業に集中し，必要に応じてきちんとノートをとってください。継続的な復習が効果的です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/授業への参加姿勢・貢献度(50%)/発表・課題等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 한국어교육열린연구회、2014、『열린 한국어』초급 3、도서출판 하우 (ISBN:978-89-7699-862-0) 

テキストの入手方法については、初回授業時に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書は必ず用意してください。授業の具体的な進め方やレベルの設定については，受講生の希望に柔軟に対応したいと考えて

います。授業への積極的な参加と提案を期待します。 
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注意事項（Notice） 
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■FR711 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語コミュニケーション１             新座(Niiza) 

(Advanced Korean Communication 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
郭 珍京(KWAG JINGYEONG) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

지금까지 공부한 내용을  정착시키고 새로운 표현을 학습해 읽기,쓰기,듣기,말하기의  종합적인 커뮤니케이션 

능력을 높이는 것을 수업의 목표로 합니다. 

 

The goal of the class is to raise the comprehensive communication skills of reading, writing, listening, and speaking by 

establishing the skills already studied and learning new phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

교과서 만이 아니라 기사,뉴스,드라마 등 여러 자료를 이용해 어휘를 늘리고, 새롭게 공부한  표현과 문형을 이용해 

문장을 쓰고 발표합니다. 

기본적으로 한국어로 수업이 진행돼, 한글 능력 검정 시험 3 급 정도의 지식이 필요합니다. 

 

Students will use not only textbooks, but also news articles, news reports, dramas, etc. to increase vocabulary, and will use 

these newly learned phrases and sentence patterns to construct and present sentences. 

Because the class will generally be conducted in Korean, students are required to know Korean at level 3 or higher on the Test 

of Proficiency in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 수업 안내, 새로운 표현 1, 언어 공부에 대해 듣기 

2. 언어 공부에 대해 말하기, 새로운 표현 2, 설명문 읽기 

3. 사투리, 신조어에 대해 쓴 것 발표하기,  

4. 테마에 관한 동영상 보기, 바람직한 대화법에 대해 토의하기 

5. 새로운 표현 1, 건강에 대한 상담듣기 

6. 질병을 유발하는 잘못된 습관 말하기 ,새로운 표현 2,  

7. 칼럼 읽고 이야기 하기, 쓰기 준비  

8. 쓴 것 발표하기,   외모와 행복의 관계에 대한 동영상 보기,  토론 준비 

9. 토론하기, 어휘 확장과 속담 

10. 새로운 표현 1, 문화재에 대한 해설 듣기 

11. 문화재에 대해 말하기 , 새로운 표현 2 

12. 설명문 읽고 이야기 하기, 홍보문 쓰기 자료 조사하기 

13.  발표하기, 역사적 인물에 대해 토의 하기  

14. 어휘 확장,속담, 스피치 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

수업 시간 외의 학습에 관해서는 필요에 따라 별도로 지시합니다. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題，発表(50%)/授業への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

수업 중에 자료를 배부 

 

参考文献（Readings） 
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한일,일한 사전을 지참할 것 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR712 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語コミュニケーション２             新座(Niiza) 

(Advanced Korean Communication 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
郭 珍京(KWAG JINGYEONG) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

지금까지 공부한 내용을  정착시키고 새로운 표현을 학습해  읽기,쓰기,듣기,말하기의  종합적인 커뮤니케이션 

능력을 높이는 것을 수업의 목표로 합니다. 

 

The goal of the class is to raise the comprehensive communication skills of reading, writing, listening, and speaking by 

establishing the skills already studied and learning new phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

교과서 만이 아니라 기사,뉴스,드라마 등 여러 자료를 이용해 어휘를 늘리고, 새롭게 공부한  표현과 문형을 이용해 

문장을 쓰고 발표합니다. 

기본적으로 한국어로 수업이 진행돼, 한글 능력 검정 시험 3 급 정도의 지식이 필요합니다. 

 

Students will use not only textbooks, but also news articles, news reports, dramas, etc. to increase vocabulary, and will use 

these newly learned phrases and sentence patterns to construct and present sentences. 

Because the class will generally be conducted in Korean, students are required to know Korean at level 3 or higher on the Test 

of Proficiency in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 복습,새로운 표현 1, 과학에 관한 뉴스 듣기 

2. 과학과 생활에 대한 말하기, 새로운 표현 2 

3. 잡지 기사 읽기, 쓰기에 대한 구상  

4.  신문 기사 쓰고 발표하기 

5.   동물 복제 허용에 대한 동영상 보기, 테마에 대하여 토론하기  

6.  어휘 확장, 속담, 새로운 표현 1 

7. 변화된 사회에 대한 대담 듣기, 말하기 

8.  새로운 표현 2, 칼럼 읽기 

9.  테마를 넣어서 동화 다시 써 보기,  

10.  도덕적 행동의 법제화에 대해 토론하기 

11. 어휘 확장,속담, 새로운 표현 1 

12. 문화에 대해 듣기,설문 조사 결과를 읽고 말하기 

13. 새로운 표현 2, 밥과 한국 문화에 관한 설명문 읽기 

14. 작문 발표, 토론하기  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

수업 시간 외의 학습에 관해서는 필요에 따라 별도로 지시합니다. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題，発表(50%)/授業への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

수업 중에 자료를 배부 함. 

 

参考文献（Readings） 
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한일,일한 사전을 지참할 것 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR713 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語ライティング１                新座(Niiza) 

(Advanced Korean Writing 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
崔 先鎬(CHOI SEONHO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎科目までの学習内容をもとに，基本的な能力を高めたい学生のために学習を行う予定です。 

普通形と丁寧形の相異，会話を文字で確認を通して語彙表現と語彙能力を高めて行きます。 

 

In this Korean language lecture about to the contents until a basic subject,  participants will perform Korean study to the raise 

basic ability. By difference between formal form and polite form, the confirmation through the letter of the conversation, it 

usually increases vocabulary and raises articulacy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎的なライティングを学ぶための文例集を参考に様々な実用文について学習しつつ，文例集などを使用して参加者自らが訳の

比較を行います。 

少ない語彙で表現できるレベルから，語彙そのものを高めるレベルまで，いろいろな学生を包容し，書き方の練習を行います。ハ

ングル能力検定３級程度の知識が必要です。 

 

In this Korean language lecture in to the study participants will use a collection of sentences for learning basic writings to 

compare their own translations with and will use the collection of sentences as a reference in learning various practical 

sentences. Modern Korean language Practice writing with a variety of students, including those from the level that can express 

a limited vocabulary to those who are at the level of being able to improve their vocabulary by themselves. Students are 

required to know Korean at level 3 or higher on the Test of Proficiency in Korean.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

2. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

3. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

4. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

5. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

6. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

7. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

8. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

9. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

10. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

11. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

12. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

13. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

14. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特に指示はありません。辞書は必要です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『韓国語ライティング文例集』、アルク 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

映像等を並行して紹介する予定です。その他, 必要な場合はコピーなどを配付いたします。なお、授業中に全ての電子機器の操
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作（写真撮影・録画・録音・モバイル・スマホ・パソコン操作等）は絶対に行わないようにお願いいたします。辞書が必要な場合は、

紙の辞書か電子辞書をご持参ください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR714 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語ライティング２                新座(Niiza) 

(Advanced Korean Writing 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
崔 先鎬(CHOI SEONHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎科目までの学習内容をもとに，基本的な能力を高めたい学生のために学習を行う予定です。 

普通形と丁寧形の相異，会話を文字で確認を通して語彙表現と語彙能力を高めて行きます。  

 

In this Korean language lecture about to the contents until a basic subject, participants will perform Korean study to the raise 

basic ability. By difference between formal form and polite form, the confirmation through the letter of the conversation, it 

usually increases vocabulary and raises articulacy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎的なライティングを学ぶための文例集を参考に様々な実用文について学習しつつ，文例集などを使用して参加者自らが訳の

比較を行います。 

少ない語彙で表現できるレベルから，語彙そのものを高めるレベルまで，いろいろな学生を包容し，書き方の練習を行います。ハ

ングル能力検定３級程度の知識が必要です。 

 

In this Korean language lecture in to the study participants will use a collection of sentences for learning basic writings to 

compare their own translations with and will use the collection of sentences as a reference in learning various practical 

sentences. Modern Korean language Practice writing with a variety of students, including those from the level that can express 

a limited vocabulary to those who are at the level of being able to improve their vocabulary by themselves. Students are 

required to know Korean at level 3 or higher on the Test of Proficiency in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

2. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

3. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

4. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

5. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

6. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

7. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

8. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

9. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

10. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

11. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

12. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

13. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

14. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特に指示はありません。辞書は必要です。 

復習をきちんとしましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『韓国語ライティング文例集』、アルク 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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映像等を並行して紹介する予定です。その他, 必要な場合はコピーなどを配付いたします。なお、授業中に全ての電子機器の操

作（写真撮影・録画・録音・モバイル・スマホ・パソコン操作等）は絶対に行わないようにお願いいたします。辞書が必要な場合は、

紙の辞書か電子辞書をご持参ください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR715 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語リスニング・リーディング１          新座(Niiza) 

(Advanced Korean Listening & Reading 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
高 成鳳(KOU SONBON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語の実用的なコミュニケーション能力の習得を目標とします。 

 

The course aims to acquire practical communication skills in Korean language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

朝鮮語の総合的な語学力養成，実用的なコミュニケーション能力の習得を目指します。 新聞雑誌記事やコラム等を教材に，ある

程度まとまった量の朝鮮語の文章内容を理解する過程を通じ語彙力と読解力を強化し，映像資料等も活用しながらリスニング能

力向上をはかり実用的な朝鮮語能力習得につなげます。授業ではハングル検定試験対策等も想定しています。授業の具体的な

進め方やレベルの設定については，受講生の希望に柔軟に対応したいと考えています。授業への積極的な参加と提案を期待し

ます。本授業履修にあたって、履修者はハングル検定３級程度の学習歴を持つことを目安とする。 

 

The course aims at acquisition of general linguistic skills and practical communication skills in Korean language. Use newspaper 

and magazine articles/columns to enhance vocabulary and reading skills through understanding certain volume of Korean text, 

and utilize video, etc. to improve listening comprehension to acquire practical skills in Korean language. Preparation for Hangul 

Language Proficiency Test is also being considered. Specific contents and level of the class will be adjusted flexibly in response 

to the students’ wishes. Students are expected to actively participate in class and make proposals. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 上級朝鮮語リスニング・リーディング１ 

2. 上級朝鮮語リスニング・リーディング２ 

3. 上級朝鮮語リスニング・リーディング３ 

4. 上級朝鮮語リスニング・リーディング４ 

5. 上級朝鮮語リスニング・リーディング５ 

6. 上級朝鮮語リスニング・リーディング６ 

7. 上級朝鮮語リスニング・リーディング７ 

8. 上級朝鮮語リスニング・リーディング８ 

9. 上級朝鮮語リスニング・リーディング９ 

10. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 10 

11. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 11 

12. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 12 

13. ミニプレゼンテーション 

14. 学習まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示します。継続的な復習が効果的です。教材選定や授業の進め方については，受講生の希望や関心に沿って

柔軟に対応したいと考えています。授業への積極的な参加と提案を期待します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加姿勢・貢献度(50%)/発表・課題等(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定せず。プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書は必ず用意してください。 
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注意事項（Notice） 
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■FR716 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語リスニング・リーディング２          新座(Niiza) 

(Advanced Korean Listening & Reading 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
斉藤 盛午(SAITO SEIGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語の読解力および聴解力の向上、語彙力の強化により実用的なコミュニケーション能力の習得を目指す。 

 

For students wishing to learn advanced Korean and with a background of intermediate or higher grammar and proficiency, the 

goal of the class is to learn communication skills using various types of advanced Korean and increase conversation skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ニュースを中心に、様々な文章講読を通して、語彙力の増強、読解力の向上をはかる。また、同様にテレビの映像、ラジオの音声

などをリスニング教材として活用し、実用的なリスニング能力を身につける。参加者の興味関心に応じて、ニュース以外にもエッセ

イ、小説など様々な文章を読む。本授業履修にあたって、履修者はハングル検定３級程度の学習歴を持つことを目安とする。 

 

Improve vocabulary and reading comprehension by reading a variety of sentences from newspaper articles and other reading 

materials. In addition, acquire practical listening skills by using TV and radio programs as teaching materials. According to the 

interest of the participants, there are also opportunity to use essays and novels as teaching materials. In order to take this 

course, it is recommended that students have learned up to the level of The Korean Language Proficiency Test Grade 3. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 1 

2. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 2 

3. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 3 

4. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 4 

5. 振返りまたは特別演習 

6. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 5 

7. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 6 

8. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 7 

9. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 8 

10. 振返りまたは特別演習 

11. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 9 

12. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 10 

13. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 11 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加姿勢・貢献度(50%)/テスト、発表・課題等(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定せず。適宜プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 1069 - 

■FR717 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語演習１                    新座(Niiza) 

(Advanced Korean 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
金 良淑(KIM YANGSOOK) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

이 수업은 한국어 자료를 읽고 일어로 번역하는 기술 습득을 목표로 한다. 간단한 뉴스부터 시, 노래가사, 소설 등 

문학작품까지 읽고 직역한 다음 자연스러운 표현으로 의역하는 연습을 한다. 또한 한국적 표현의 배경이 되는 

문화와 사회에 대한  참고자료를 찾고 이해를 높인다. 이후 문맥을 해석하며 번역 실력을 향상시킨다.  

본 수업은 중급 이상의 조선어 수업을 이수하고 사전을 찾고 신문을 읽을 수 있을 정도의 실력이 필요하다. 

 

In this course, students will read and translate Korean materials on various topics such as Korean news, poets, and novels. 

Through debates, students will raise their understanding of contexts, improve their basic knowledge of Korean language, and 

increase their translation skills.  

 

授業の内容（Course Contents） 

담당자는 뉴스 등 자료를 읽고 그 내용의 번역과 해석의 발표문을 만들어서 발표한다. 주 자료는 미리 배포하여 

다른 수강생들도 같은 자료를 읽은 후 그 내용에 대해 논의한다. 단 본인이 관심이 있는 주제가 있으면 자료를 

찾아 발표할 수도 있다. 겨울 방학 중에 한국 소설을 한 권 읽고 수업에서 요약을 발표한다.기본적으로 한국어로 

수업이 진행돼, 한글 능력 검정 시험 3 급 정도의 지식이 필요합니다. 

 

Students will summarize and present content from newspaper articles, novels, etc. Presentations may be conducted in 

Japanese. Course materials will be distributed to the students to be read beforehand in order to debate topics in Korean. 

However, students can search for material and present on topics of their interest. Because the class will generally be 

conducted in Korean, students are required to know Korean at level 3 or higher on the Test of Proficiency in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 오리엔테이션(자기소개 및 수업 진행방식 설명) 

2. 한국어 뉴스 번역하기(1) 

3. 한국어 뉴스 번역하기(2) 

4. 한국어 뉴스 번역하기(3) 

5. 한국어 뉴스 번역하기(4) 

6. 시, 가사 번역하기(1) 

7. 시, 가사 번역하기(2) 

8. 시, 가사 번역하기(3) 

9. 시, 가사 번역하기(4) 

10. 소설 번역하기(1) 

11. 소설 번역하기(2) 

12. 소설 번역하기(3) 

13. 소설 번역하기(4) 

14. 겨울 방학 과제 발표 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

수강생들은 평소부터 한국 뉴스를 보면서 정보를 수집하도록 한다. 또는 일본어로 쓰인 한국 입문서 혹은 개설서를 

읽고 기본적인 지식을 배우도록 한다. 자신의 관심영역에 대한 적절한 발표주제를 골라, 사전준비 및 발표를 한다. 

다른 참가자들은 이와 관련된 각자의 생각이나 화제를 소개한다.   
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題発表(60%)/授業への参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定せず。プリントを配付。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書（電子辞書可）を用意すること。   

 

注意事項（Notice） 
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■FR718 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語演習２                    新座(Niiza) 

(Advanced Korean 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
金 良淑(KIM YANGSOOK) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

이 수업은 한국어 자료를 읽고 일어로 번역하는 기술 습득을 목표로 한다. 간단한 뉴스부터 시, 노래가사, 소설 등 

문학작품까지 읽고 직역한 다음 자연스러운 표현으로 의역하는 연습을 한다. 또한 한국적 표현의 배경이 되는 

문화와 사회에 대한  참고자료를 찾고 이해를 높인다. 이후 문맥을 해석하며 번역 실력을 향상시킨다.  

본 수업은 중급 이상의 조선어 수업을 이수하고 사전을 찾고 신문을 읽을 수 있을 정도의 실력이 필요하다. 

 

In this class, students will read and translate on Korean materials on various topics such as Korean news, poets, and novels. 

And through debates, students will raise their understanding of the context, the basis of the Korean language, and increase their 

translation skills.  

 

授業の内容（Course Contents） 

담당자는 뉴스 등 자료를 읽고 그 내용의 번역과 해석의 발표문을 만들어서 발표한다. 주 자료는 미리 배포하여 

다른 수강생들도 같은 자료를 읽은 후 그 내용에 대해 논의한다. 단 본인이 관심이 있는 주제가 있으면 자료를 

찾아 발표할 수도 있다. 겨울 방학 중에 한국 소설을 한 권 읽고 수업에서 요약을 발표한다.기본적으로 한국어로 

수업이 진행돼, 한글 능력 검정 시험 3 급 정도의 지식이 필요합니다. 

 

Students will summarize and present content they have read in newspaper articles, novels etc. Presentations may be conducted 

in Japanese. Main materials will be distributed to the classmates to be read beforehand in order to debate on the topic in 

Korean. However, students can search for material and present on topics of their interest. Because the class will generally be 

conducted in Korean, students are required to know Korean at level 3 or higher on the Test of Proficiency in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 오리엔테이션(자기소개 및 수업 진행방식 설명) 

2. 한국어 뉴스 번역하기(1) 

3. 한국어 뉴스 번역하기(2) 

4. 한국어 뉴스 번역하기(3) 

5. 한국어 뉴스 번역하기(4) 

6. 시, 가사 번역하기(1) 

7. 시, 가사 번역하기(2) 

8. 시, 가사 번역하기(3) 

9. 시, 가사 번역하기(4) 

10. 소설 번역하기(1) 

11. 소설 번역하기(2) 

12. 소설 번역하기(3) 

13. 소설 번역하기(4) 

14. 겨울 방학 과제 발표 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

수강생들은 평소부터 한국 뉴스를 보면서 정보를 수집하도록 한다. 또는 일본어로 쓰인 한국 입문서 혹은 개설서를 

읽고 기본적인 지식을 배우도록 한다. 자신의 관심영역에 대한 적절한 발표주제를 골라, 사전준비 및 발표를 한다. 

다른 참가자들은 이와 관련된 각자의 생각이나 화제를 소개한다.   
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題発表(60%)/授業への参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定せず。プリントを配付。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書（電子辞書可）を用意すること。   

 

注意事項（Notice） 
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■FR720 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

言語情報処理論（朝鮮語）                新座(Niiza) 

(Information processing and language(Korean)) 

担当者名 

（Instructor） 
高 成鳳(KOU SONBON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語の基本的な情報処理について学習し、朝鮮語による文書作成やインターネットを利用した情報の収集と活用法の習得を

目指します。 

 

The aim is to learn how to create documents in Korean and collect and use information sourced from the Internet by learning 

about basic data processing in Korean. 

 

授業の内容（Course Contents） 

パソコンで朝鮮語を使用するための基本的な操作をマスターし、朝鮮語で情報を検索・活用する方法について学習します。またテ

ーマに沿って情報を収集し発表することにもチャレンジしてみましょう。 

 

Practice the basic operation method for using a computer in Korean and learn how to search and use information in Korean. In 

addition, there will be opportunities to collect and present information in line with a theme. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ハングル入力の設定と操作方法 

2. ハングルタイピング練習 

3. 情報の検索と活用 ポータルサイト 

4. 情報の検索と活用 メディア 

5. 情報の検索と活用 ニュース 

6. 情報の検索と活用 映画・文化 

7. 情報の検索と活用 旅行・地理 

8. 情報の検索と活用 歴史・人物 

9. 情報の検索と活用 政治・社会 

10. 情報の検索と活用 学術文献情報 

11. 情報の検索と活用 韓国から見た日本 

12. 発表 （１） 

13. 発表 （２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

継続的な学習が効果的です。タイピングの練習は継続的に行い、各回のテーマについて事前にわかる範囲で調べてみましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加と貢献(60%)/各回課題、ミニレポート等(30%)/期末発表(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用せず。必要に応じてプリントを配布 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR721 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎朝鮮語入門                     新座(Niiza) 

(Beginner's Korean) 

担当者名 

（Instructor） 
呉 吉煥(OO KIRUHAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語の文字にまず習熟し，発音を正しく身につけた上で，あいさつや初歩的な表現を使いこなせるようにする。 

 

Become familiar with Korean characters first and after learning the correct pronunciation, learn to utilize greetings and basic 

expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

朝鮮語の文字を読み取り正確な発音ができるための学習をする。次に，基本的なあいさつや自己紹介の表現を学ぶ。つづいて，

もっとも基本的な構文をていねいな語尾で作れるようにする。否定や疑問の形を学んだあと，数の数え方，敬語まで学習する。 

 

Learn to read Korean characters and be able to pronounce them correctly. Next, learn basic expressions for greetings and self-

introductions. Following that, learn to be able to make the most basic syntax with polite endings. After learning the forms of 

negatives and questions, learn how to count numbers and honorifics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入と文字の基礎 基本母音 

2. 母音と基本子音／激音と濃音 

3. 合成母音，パッチム 

4. 発音の復習，日本語をハングルで書く 

5. 第１課 ～は～です／～ですか？ ㅂ니다語尾 

6. 第２課 ～は～です／ですか？／ではありません 요語尾 

7. 第３課 ～がいます／あります ～がいません／ありません 요語尾 

8. 第４課 ～します／しますか？ ㅂ니다語尾 

9. 第５課 漢数字 ～しません ㅂ니다語尾 

10. 第６課 固有数詞 ～しに 

11. 第７課 敬語 ～という 

12. 第８課 ～れば／たら ～したい ～しましょう 

13. 春学期全体の復習 

14. まとめと期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして基本的な文型と単語を覚えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 201９年、『いっしょにコリアン』、白帝社 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

■FR723 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎朝鮮語初級                     新座(Niiza) 

(Elementary Korean) 

担当者名 

（Instructor） 
呉 吉煥(OO KIRUHAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な文法事項を，この「基礎２」で学び終えることをめざす（ハングル能力検定４級相当）。これらの知識を基礎にして，聞き取

る力も養う。 

 

The aim is to finish learning basic grammar items in “Basic 2” (equivalent to Grade 4 of The Korean Language Proficiency Test). 

Based on this knowledge, also develop the listening skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期で学んだ二つのていねい形のうち、ㅂ니다よりも日常的に使われる요の語尾を幅広く使えるようにする。さらに，不規則活

用（変則用言）について，よく使われるものを中心に学ぶ。そして、連体形を学習しつつ動詞・形容詞の語彙を増やす。 

 

Of the two polite forms learned in the spring semester, learn to predominantly use 요 as it is more commonly used at the 

endings of sentences than ㅂ니다. Furthermore, learn about irregular conjugations (irregular declinable words) while focusing on 

commonly used ones. Then, increase the vocabulary of verbs and adjectives while learning attributive forms. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 9 課 ～できない ～してください 子音語幹の요語尾の形 

2. 第 10 課 ～しなければならない ㄹ거예요の文末表現 母音語幹요語尾の形 

3. 第 11 課 過去形 接尾辞고 接尾辞서 

4. 第 12 課 ～してみる 接尾辞니까 接尾辞ㄹ까요? 

5. 第 13 課 ㅂ不規則用言 接尾辞겠다 接尾辞도 

6. 第 14 課 ㄷ不規則用言 ～することができる／できない ～する前に 

7. 用言の活用を中心としたここまでの復習 

8. 第 15 課 으不規則用言 ～してもいい ～しないでください 

9. 第 16 課 르不規則用言 ～している ～だが 

10. 第 17 課 ㅎ不規則用言 ～のために／せいで 同意を求める文末表現 

11. 第 18 課 動詞の現在連体形 形容詞の現在連体形 ㄹ게요の文末表現 

12. 第 19 課 動詞の過去連体形 ～した後 네요の文末表現 

13. 秋学期全体の復習 

14. まとめと期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして基本的な文型と単語を覚えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 201９年、『いっしょにコリアン』、白帝社 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR739 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語中級１ 

(Intermediate Korean 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

李 和貞(LEE HWAJEONG) 

裵 承周(PE SEUNGJU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎 1・基礎 2 の学習内容を一部復習しつつ，朝鮮語の実践的会話能力を身につける。短いフレーズでも積極的にコミュニケー

ションができる力を養う。 

 

Acquire practical conversation skills in Korean while reviewing some of the content learned in Basic 1 and Basic 2. Develop the 

ability to communicate positively even with short phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎で学んだ基礎文法をふまえ，語彙を増やしつつ，それを会話に生かして使えるよう週 2 回の授業を通じてトレーニングを行

う。復習を繰り返しつつ次第に進んでいくように組み立てられている。特に生活上の単語を増やし日常会話に自信をつける。ハン

グル能力検定試験の４級から３級にかけての受験も意識しつつ授業を進める。一部の授業を朝鮮語で行う。 

 

Conversation training will be given based on the grammar learned in the Basics, while increasing the vocabulary, through classes 

held twice a week. The course is designed to review repeatedly so as to progress gradually. Increase words used especially in 

daily life and build confidence in everyday conversations. The class will proceed while keeping in mind The Korean Language 

Proficiency Test Grade 4 to 3. Some classes will be conducted in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第５課 順接の接尾辞／動詞の現在連体形／野菜の名前 

2. 第６課 動詞の過去・未来連体形／親族の呼称 

3. 第７課 「～している」の表現／ㅎ変則活用／着衣動詞 

4. 第８課 「～してみる」の表現／「～して」の表現／色の名前 

5. 第９課 「～したことがある」の表現／「～しか＋否定形」の表現／反対語の形容詞 

6. 第１０課 あいまいな接続語尾 

7. 第１１課 「～くらい」の語尾 

8. 第１２課 文末の詠嘆表現／花の名前 

9. 第１３課 文末の詠嘆表現／「～でも」の表現／天気に関する単語 

10. 第１４課 同意を求める文末表現／推量の詠嘆表現 

11. 第１５課 「～する／した時」の表現／一人称意志、三人称推量の表現／味に関する単語 

12. 第１６課 「～として」の助詞／「~している間」の表現／携帯電話に関する単語 

13. 第１７課 「～してあげる／してくれる」の表現／あいまいな接続語尾 

14. 春学期の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習をしっかりして語彙や表現を増やしていくように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/テスト，提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カナタ韓国語学院、2013、『カナタ KOREAN 初級２』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-05678-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR740 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語中級１ 

(Intermediate Korean 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

李 和貞(LEE HWAJEONG) 

裵 承周(PE SEUNGJU) 

【4 月 7 日担当者変更】変更前 

佐々木 正徳(SASAKI MASANORI) 

裵 承周(PE SEUNGJU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎 1・基礎 2 の学習内容を一部復習しつつ，朝鮮語の実践的会話能力を身につける。短いフレーズでも積極的にコミュニケー

ションができる力を養う。 

 

Acquire practical conversation skills in Korean while reviewing some of the content learned in Basic 1 and Basic 2. Develop the 

ability to communicate positively even with short phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎で学んだ基礎文法をふまえ，語彙を増やしつつ，それを会話に生かして使えるよう週 2 回の授業を通じてトレーニングを行

う。復習を繰り返しつつ次第に進んでいくように組み立てられている。特に生活上の単語を増やし日常会話に自信をつける。ハン

グル能力検定試験の４級から３級にかけての受験も意識しつつ授業を進める。一部の授業を朝鮮語で行う。 

 

Conversation training will be given based on the grammar learned in the Basics, while increasing the vocabulary, through classes 

held twice a week. The course is designed to review repeatedly so as to progress gradually. Increase words used especially in 

daily life and build confidence in everyday conversations. The class will proceed while keeping in mind The Korean Language 

Proficiency Test Grade 4 to 3. Some classes will be conducted in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第５課 順接の接尾辞／動詞の現在連体形／野菜の名前 

2. 第６課 動詞の過去・未来連体形／親族の呼称 

3. 第７課 「～している」の表現／ㅎ変則活用／着衣動詞 

4. 第８課 「～してみる」の表現／「～して」の表現／色の名前 

5. 第９課 「～したことがある」の表現／「～しか＋否定形」の表現／反対語の形容詞 

6. 第１０課 あいまいな接続語尾 

7. 第１１課 「～くらい」の語尾 

8. 第１２課 文末の詠嘆表現／花の名前 

9. 第１３課 文末の詠嘆表現／「～でも」の表現／天気に関する単語 

10. 第１４課 同意を求める文末表現／推量の詠嘆表現 

11. 第１５課 「～する／した時」の表現／一人称意志、三人称推量の表現／味に関する単語 

12. 第１６課 「～として」の助詞／「~している間」の表現／携帯電話に関する単語 

13. 第１７課 「～してあげる／してくれる」の表現／あいまいな接続語尾 

14. 春学期の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習をしっかりして語彙や表現を増やしていくように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/テスト，提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カナタ韓国語学院、2013、『カナタ KOREAN 初級２』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-05678-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1080 - 

ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR741 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語中級１ 

(Intermediate Korean 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

石坂 浩一(ISHIZAKA KOICHI) 

李 和貞(LEE HWAJEONG) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎 1・基礎 2 の学習内容を一部復習しつつ，朝鮮語の実践的会話能力を身につける。短いフレーズでも積極的にコミュニケー

ションができる力を養う。 

 

Acquire practical conversation skills in Korean while reviewing some of the content learned in Basic 1 and Basic 2. Develop the 

ability to communicate positively even with short phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎で学んだ基礎文法をふまえ，語彙を増やしつつ，それを会話に生かして使えるよう週 2 回の授業を通じてトレーニングを行

う。復習を繰り返しつつ次第に進んでいくように組み立てられている。特に生活上の単語を増やし日常会話に自信をつける。ハン

グル能力検定試験の４級から３級にかけての受験も意識しつつ授業を進める。一部の授業を朝鮮語で行う。 

 

Conversation training will be given based on the grammar learned in the Basics, while increasing the vocabulary, through classes 

held twice a week. The course is designed to review repeatedly so as to progress gradually. Increase words used especially in 

daily life and build confidence in everyday conversations. The class will proceed while keeping in mind The Korean Language 

Proficiency Test Grade 4 to 3. Some classes will be conducted in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第５課 順接の接尾辞／動詞の現在連体形／野菜の名前 

2. 第６課 動詞の過去・未来連体形／親族の呼称 

3. 第７課 「～している」の表現／ㅎ変則活用／着衣動詞 

4. 第８課 「～してみる」の表現／「～して」の表現／色の名前 

5. 第９課 「～したことがある」の表現／「～しか＋否定形」の表現／反対語の形容詞 

6. 第１０課 あいまいな接続語尾 

7. 第１１課 「～くらい」の語尾 

8. 第１２課 文末の詠嘆表現／花の名前 

9. 第１３課 文末の詠嘆表現／「～でも」の表現／天気に関する単語 

10. 第１４課 同意を求める文末表現／推量の詠嘆表現 

11. 第１５課 「～する／した時」の表現／一人称意志、三人称推量の表現／味に関する単語 

12. 第１６課 「～として」の助詞／「~している間」の表現／携帯電話に関する単語 

13. 第１７課 「～してあげる／してくれる」の表現／あいまいな接続語尾 

14. 春学期の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習をしっかりして語彙や表現を増やしていくように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/テスト，提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カナタ韓国語学院、2013、『カナタ KOREAN 初級２』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-05678-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR742 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語中級１ 

(Intermediate Korean 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

李 勇九(LEE) 

李 和貞(LEE HWAJEONG) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎 1・基礎 2 の学習内容を一部復習しつつ，朝鮮語の実践的会話能力を身につける。短いフレーズでも積極的にコミュニケー

ションができる力を養う。 

 

Acquire practical conversation skills in Korean while reviewing some of the content learned in Basic 1 and Basic 2. Develop the 

ability to communicate positively even with short phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎で学んだ基礎文法をふまえ，語彙を増やしつつ，それを会話に生かして使えるよう週 2 回の授業を通じてトレーニングを行

う。復習を繰り返しつつ次第に進んでいくように組み立てられている。特に生活上の単語を増やし日常会話に自信をつける。ハン

グル能力検定試験の４級から３級にかけての受験も意識しつつ授業を進める。一部の授業を朝鮮語で行う。 

 

Conversation training will be given based on the grammar learned in the Basics, while increasing the vocabulary, through classes 

held twice a week. The course is designed to review repeatedly so as to progress gradually. Increase words used especially in 

daily life and build confidence in everyday conversations. The class will proceed while keeping in mind The Korean Language 

Proficiency Test Grade 4 to 3. Some classes will be conducted in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第５課 順接の接尾辞／動詞の現在連体形／野菜の名前 

2. 第６課 動詞の過去・未来連体形／親族の呼称 

3. 第７課 「～している」の表現／ㅎ変則活用／着衣動詞 

4. 第８課 「～してみる」の表現／「～して」の表現／色の名前 

5. 第９課 「～したことがある」の表現／「～しか＋否定形」の表現／反対語の形容詞 

6. 第１０課 あいまいな接続語尾 

7. 第１１課 「～くらい」の語尾 

8. 第１２課 文末の詠嘆表現／花の名前 

9. 第１３課 文末の詠嘆表現／「～でも」の表現／天気に関する単語 

10. 第１４課 同意を求める文末表現／推量の詠嘆表現 

11. 第１５課 「～する／した時」の表現／一人称意志、三人称推量の表現／味に関する単語 

12. 第１６課 「～として」の助詞／「~している間」の表現／携帯電話に関する単語 

13. 第１７課 「～してあげる／してくれる」の表現／あいまいな接続語尾 

14. 春学期の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習をしっかりして語彙や表現を増やしていくように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/テスト，提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カナタ韓国語学院、2013、『カナタ KOREAN 初級２』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-05678-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR743 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語中級２ 

(Intermediate Korean 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

李 和貞(LEE HWAJEONG) 

裵 承周(PE SEUNGJU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

それまでの学習内容の上に立って，朝鮮語の実践的会話能力を身につける。短いフレーズでも積極的にコミュニケーションがで

きる力を養う。 

 

Acquire practical conversation skills in the Korean language to build on the content learned up to that point. Develop the ability 

to communicate positively even with short phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

語彙を増やしつつ，それを会話に生かして使えるよう週 2 回の授業を通じてトレーニングを行う。発表などを通じ，特に生活上の

単語を増やし会話的表現に習熟して日常会話に自信をつける。ハングル能力検定試験の４級から３級にかけての受験も意識し

つつ授業を進める｡一部の授業を朝鮮語で行う。 

 

While increasing vocabulary, training will be given to use it in conversation through classes held twice a week. By delivering 

presentations etc., increase words especially used in daily life and become experienced with conversational expressions to build 

confidence in daily conversation. The class will proceed while keeping in mind The Korean Language Proficiency Test Grade 4 to 

3. Some classes will be conducted in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１８課  「～しなければならない」の表現／両替について 

2. 第１９課 「～だから」の表現／「～も」の表現／外来語 

3. 第２０課 「～のようだ」の表現／「～のようになる」の表現 

4. 第２１課 「～しましょうか」の表現／「～したら」の表現／服の名前 

5. 第２２課 形容詞の副詞形／「～するだろう」の表現 

6. 第２３課 不規則活用／「～したようです」の表現／ 

7. 第２４課 形容詞の動詞化／「～するから」の表現／発音の規則 

8. 第２５課 動詞現在連体形／あいさつ 

9. 第２６課 「～する方法をしっている／知らない」の表現／「～してもいい」／「～してはいけない」の表現 

10. 第２７課 「～しても」の表現／「～だったらいいのに」の表現 

11. 第２８課 「～してから○○」の表現／「～していく／してくる」の表現 

12. 第２９課 「～何番目」の表現／理由を表す文末語尾／「～後に」の表現／電気製品の名前 

13. 第３０課 「～で」の接続語尾／不完全名詞 

14. 秋学期の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習をしっかりして語彙や表現を増やしていくように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/テスト，提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カナタ韓国語学院、2013、『カナタ KOREAN 初級２』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-05678-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR744 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語中級２ 

(Intermediate Korean 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

李 和貞(LEE HWAJEONG) 

裵 承周(PE SEUNGJU) 

【4 月 7 日担当者変更】変更前 

佐々木 正徳(SASAKI MASANORI) 

裵 承周(PE SEUNGJU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

それまでの学習内容の上に立って，朝鮮語の実践的会話能力を身につける。短いフレーズでも積極的にコミュニケーションがで

きる力を養う。 

 

Acquire practical conversation skills in the Korean language to build on the content learned up to that point. Develop the ability 

to communicate positively even with short phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

語彙を増やしつつ，それを会話に生かして使えるよう週 2 回の授業を通じてトレーニングを行う。発表などを通じ，特に生活上の

単語を増やし会話的表現に習熟して日常会話に自信をつける。ハングル能力検定試験の４級から３級にかけての受験も意識し

つつ授業を進める｡一部の授業を朝鮮語で行う。 

 

While increasing vocabulary, training will be given to use it in conversation through classes held twice a week. By delivering 

presentations etc., increase words especially used in daily life and become experienced with conversational expressions to build 

confidence in daily conversation. The class will proceed while keeping in mind The Korean Language Proficiency Test Grade 4 to 

3. Some classes will be conducted in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１８課  「～しなければならない」の表現／両替について 

2. 第１９課 「～だから」の表現／「～も」の表現／外来語 

3. 第２０課 「～のようだ」の表現／「～のようになる」の表現 

4. 第２１課 「～しましょうか」の表現／「～したら」の表現／服の名前 

5. 第２２課 形容詞の副詞形／「～するだろう」の表現 

6. 第２３課 不規則活用／「～したようです」の表現／ 

7. 第２４課 形容詞の動詞化／「～するから」の表現／発音の規則 

8. 第２５課 動詞現在連体形／あいさつ 

9. 第２６課 「～する方法をしっている／知らない」の表現／「～してもいい」／「～してはいけない」の表現 

10. 第２７課 「～しても」の表現／「～だったらいいのに」の表現 

11. 第２８課 「～してから○○」の表現／「～していく／してくる」の表現 

12. 第２９課 「～何番目」の表現／理由を表す文末語尾／「～後に」の表現／電気製品の名前 

13. 第３０課 「～で」の接続語尾／不完全名詞 

14. 秋学期の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習をしっかりして語彙や表現を増やしていくように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/テスト，提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カナタ韓国語学院、2013、『カナタ KOREAN 初級２』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-05678-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR745 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語中級２ 

(Intermediate Korean 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

石坂 浩一(ISHIZAKA KOICHI) 

李 和貞(LEE HWAJEONG) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

それまでの学習内容の上に立って，朝鮮語の実践的会話能力を身につける。短いフレーズでも積極的にコミュニケーションがで

きる力を養う。 

 

Acquire practical conversation skills in the Korean language to build on the content learned up to that point. Develop the ability 

to communicate positively even with short phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

語彙を増やしつつ，それを会話に生かして使えるよう週 2 回の授業を通じてトレーニングを行う。発表などを通じ，特に生活上の

単語を増やし会話的表現に習熟して日常会話に自信をつける。ハングル能力検定試験の４級から３級にかけての受験も意識し

つつ授業を進める｡一部の授業を朝鮮語で行う。 

 

While increasing vocabulary, training will be given to use it in conversation through classes held twice a week. By delivering 

presentations etc., increase words especially used in daily life and become experienced with conversational expressions to build 

confidence in daily conversation. The class will proceed while keeping in mind The Korean Language Proficiency Test Grade 4 to 

3. Some classes will be conducted in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１８課  「～しなければならない」の表現／両替について 

2. 第１９課 「～だから」の表現／「～も」の表現／外来語 

3. 第２０課 「～のようだ」の表現／「～のようになる」の表現 

4. 第２１課 「～しましょうか」の表現／「～したら」の表現／服の名前 

5. 第２２課 形容詞の副詞形／「～するだろう」の表現 

6. 第２３課 不規則活用／「～したようです」の表現／ 

7. 第２４課 形容詞の動詞化／「～するから」の表現／発音の規則 

8. 第２５課 動詞現在連体形／あいさつ 

9. 第２６課 「～する方法をしっている／知らない」の表現／「～してもいい」／「～してはいけない」の表現 

10. 第２７課 「～しても」の表現／「～だったらいいのに」の表現 

11. 第２８課 「～してから○○」の表現／「～していく／してくる」の表現 

12. 第２９課 「～何番目」の表現／理由を表す文末語尾／「～後に」の表現／電気製品の名前 

13. 第３０課 「～で」の接続語尾／不完全名詞 

14. 秋学期の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習をしっかりして語彙や表現を増やしていくように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/テスト，提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カナタ韓国語学院、2013、『カナタ KOREAN 初級２』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-05678-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR746 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語中級２ 

(Intermediate Korean 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

李 勇九(LEE) 

李 和貞(LEE HWAJEONG) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

それまでの学習内容の上に立って，朝鮮語の実践的会話能力を身につける。短いフレーズでも積極的にコミュニケーションがで

きる力を養う。 

 

Acquire practical conversation skills in the Korean language to build on the content learned up to that point. Develop the ability 

to communicate positively even with short phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

語彙を増やしつつ，それを会話に生かして使えるよう週 2 回の授業を通じてトレーニングを行う。発表などを通じ，特に生活上の

単語を増やし会話的表現に習熟して日常会話に自信をつける。ハングル能力検定試験の４級から３級にかけての受験も意識し

つつ授業を進める｡一部の授業を朝鮮語で行う。 

 

While increasing vocabulary, training will be given to use it in conversation through classes held twice a week. By delivering 

presentations etc., increase words especially used in daily life and become experienced with conversational expressions to build 

confidence in daily conversation. The class will proceed while keeping in mind The Korean Language Proficiency Test Grade 4 to 

3. Some classes will be conducted in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１８課  「～しなければならない」の表現／両替について 

2. 第１９課 「～だから」の表現／「～も」の表現／外来語 

3. 第２０課 「～のようだ」の表現／「～のようになる」の表現 

4. 第２１課 「～しましょうか」の表現／「～したら」の表現／服の名前 

5. 第２２課 形容詞の副詞形／「～するだろう」の表現 

6. 第２３課 不規則活用／「～したようです」の表現／ 

7. 第２４課 形容詞の動詞化／「～するから」の表現／発音の規則 

8. 第２５課 動詞現在連体形／あいさつ 

9. 第２６課 「～する方法をしっている／知らない」の表現／「～してもいい」／「～してはいけない」の表現 

10. 第２７課 「～しても」の表現／「～だったらいいのに」の表現 

11. 第２８課 「～してから○○」の表現／「～していく／してくる」の表現 

12. 第２９課 「～何番目」の表現／理由を表す文末語尾／「～後に」の表現／電気製品の名前 

13. 第３０課 「～で」の接続語尾／不完全名詞 

14. 秋学期の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習をしっかりして語彙や表現を増やしていくように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/テスト，提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カナタ韓国語学院、2013、『カナタ KOREAN 初級２』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-05678-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR747 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語スタンダード１ 

(Intermediate Korean 1 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
高 成鳳(KOU SONBON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語基礎１・基礎２で学習した内容を継承発展させ，朝鮮語の実用的な語学力の養成を目標とします。  

 

The goal is to develop practical Korean language skills by successfully applying the content learned in Basic Korean 1 and Basic 

Korean 2.  

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は朝鮮語基礎１・基礎２で学習した内容を随時確認しながら進めます。またハングル検定試験対策も視野に，基本的文法事

項を押さえながら語彙力増強とリスニング能力の向上をはかり，朝鮮語の実用的なコミュニケーション能力の習得を目指します。  

 

Classes will be conducted by checking the content learned in Basic Korean 1 and Basic Korean 2 as required. In addition, in 

view of preparing for The Korean Language Proficiency Test, the aim is to improve vocabulary and listening skills while adhering 

to basic grammatical items, and to acquire practical communication skills in Korean.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 病院（その１） 

2. 第１課 病院（その２） 

3. 第１課 病院（その３） 

4. ハングル検定試験対策を兼ねた総合学習 

5. 第２課 紛失物（その１） 

6. 第２課 紛失物（その２）  

7. 第２課 紛失物（その３）  

8. 第３課 交換と払い戻し（その１） 

9. 第３課 交換と払い戻し（その２） 

10. 第３課 交換と払い戻し（その３） 

11. 第４課 天気と季節（その１） 

12. 第４課 天気と季節（その２） 

13. 第４課 天気と季節（その３） 

14. 春学期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業に集中し，必要に応じてきちんとノートをとってください。継続的な復習が効果的です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/授業への参加姿勢・貢献度(50%)/発表・課題等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 한국어교육열린연구회、2014、『열린 한국어』초급 3、도서출판 하우 (ISBN:978-89-7699-862-0) 

テキストの購入方法については初回授業時に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書は必ず用意してください。授業の具体的な進め方やレベルの設定については，受講生の希望に柔軟に対応したいと考えて

います。授業への積極的な参加と提案を期待します。ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR748 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語スタンダード２ 

(Intermediate Korean 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 正徳(SASAKI MASANORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．学習した文法事項を用いて、会話・作文することができる 

２．韓国語で読んだ内容、聞いた内容を説明できる 

３．ハングル検定３級、韓国語能力試験３級程度の能力を身につける 

 

At the end of the course, participants are expected to (1) speak and write using correct grammar, (2) explain read and listened 

to content in Korean, and (3) reach the level of The Korean Language Proficiency Test level 3 and TOPIK level 3. 

 

授業の内容（Course Contents） 

韓国で出版されたテキストを用いて、日常生活で使用する表現を習得する。 

読解、作文、会話、聴解の継続的な練習を通して、全技能をバランスよく向上させる。 

必要に応じて、検定対策も行う。 

 

Participants in this course learn the Korean expressions used in daily life using a textbook published in Korea. Participants also 

improve all skills in a balanced manner through continuous training of reading, writing, speaking, and listening. If necessary, 

students can take The Korean Language Proficiency Test and TOPIK classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：レベルチェック、自己紹介 

2. 第８課 外見（１） 

3. 第８課 外見（２） 

4. 第９課 特別な日（１） 

5. 第９課 特別な日（２） 

6. ハングル検定およびＴＯＰＩＫについて その１ 

7. ハングル検定およびＴＯＰＩＫについて その２ 

中間試験 

8. 中間試験の振り返り 

発表会 その１ 

9. 第１０課 公共の場所（１） 

10. 第１０課 公共の場所（２） 

11. 第１１課 招待（１） 

12. 第１１課 招待（２） 

13. 発表会 その２ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

小テストの準備、習った表現や新出単語を用いたワークなどを課す。詳しくは授業内で説明する。 

語学は継続的な学習が重要であるため、毎日何らかの学習をすることが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/中間テスト(15%)/小テスト(15%)/発表(20%)/課題提出(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 梨花女子大学校言語教育院、2010、『梨花韓国語２－２』、EPRESS 

初回授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 季刊、『韓国語学習ジャーナル hana』、HANA 

・紙の辞書、もしくは電子辞書 

・履修状況を鑑みて適宜追加する 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR749 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語スタンダード３ 

(Intermediate Korean 3 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
高 成鳳(KOU SONBON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語基礎１・基礎２で学習した内容を継承発展させ，朝鮮語の実用的な語学力を養成することを目標とします。  

 

The goal is to develop practical Korean language skills by successfully applying the content learned in Basic Korean 1 and Basic 

Korean 2.  

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は朝鮮語基礎１・基礎２で学習した内容を随時確認しながら進めます。またハングル検定試験対策も視野に，基本的文法事

項を押さえながら語彙力増強とリスニング能力の向上をはかり，朝鮮語の実用的なコミュニケーション能力の習得を目指します。  

 

Classes will be conducted by checking the content learned in Basic Korean 1 and Basic Korean 2 as required. In addition, in 

view of preparing for The Korean Language Proficiency Test, the aim is to improve vocabulary and listening skills while adhering 

to basic grammatical items, and to acquire practical communication skills in Korean.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第５課 予約（その１） 

2. 第５課 予約（その２） 

3. 第５課 予約（その３） 

4. ハングル検定試験対策を兼ねた総合学習 

5. 第６課 銀行（その１） 

6. 第６課 銀行（その２）  

7. 第６課 銀行（その３）  

8. 第７課 アルバイト（その１） 

9. 第７課 アルバイト（その２） 

10. 第７課 アルバイト（その３） 

11. 第８課 住まい探し（その１） 

12. 第８課 住まい探し（その２） 

13. 第８課 住まい探し（その３） 

14. 秋学期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業に集中し，必要に応じてきちんとノートをとってください。継続的な復習が効果的です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/授業への参加姿勢・貢献度(50%)/発表・課題等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 한국어교육열린연구회、2014、『열린 한국어』초급 3、도서출판 하우 (ISBN:978-89-7699-862-0) 

テキストの入手方法については、初回授業時に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書は必ず用意してください。授業の具体的な進め方やレベルの設定については，受講生の希望に柔軟に対応したいと考えて

います。授業への積極的な参加と提案を期待します。ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR750 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語スタンダード４ 

(Intermediate Korean 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 正徳(SASAKI MASANORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基礎科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．学習した文法事項を用いて、会話・作文することができる 

２．韓国語で読んだ内容、聞いた内容を説明できる 

３．ハングル検定３級、韓国語能力試験３級程度の能力を身につける 

 

At the end of the course, participants are expected to (1) speak and write using correct grammar, (2) explain read and listened 

to content in Korean, and (3) reach the level of The Korean Language Proficiency Test level 3 and TOPIK level 4. 

 

授業の内容（Course Contents） 

韓国で出版されたテキストを用いて、日常生活で使用する表現を習得する。 

読解、作文、会話、聴解の継続的な練習を通して、全技能をバランスよく向上させる。 

必要に応じて、検定対策も行う。 

 

Participants in this course learn the Korean expressions used in daily life using a textbook published in Korea. Participants also 

improve all skills in a balanced manner through continuous training of reading, writing, speaking, and listening. If necessary, 

students can take The Korean Language Proficiency Test and TOPIK classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：前学期の復習、レベルチェック、自己紹介スピーチ 

2. 第１２課 交通と生活（１） 

3. 第１２課 交通と生活（２） 

4. 第１３課 隣近所と家（１） 

5. 第１３課 隣近所と家（２） 

6. ハングル検定およびＴＯＰＩＫについて その１ 

7. ハングル検定およびＴＯＰＩＫについて その２ 

中間試験 

8. 中間試験の振り返り 

発表会 その１ 

9. 第１４課 予約と注文（１） 

10. 第１４課 予約と注文（２） 

11. 第１５課 安否と便り（１） 

12. 第１５課 安否と便り（２） 

13. 発表会 その２ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

小テストの準備、習った表現や新出単語を用いたワークなどを課す。詳しくは授業内で説明する。 

語学は継続的な学習が重要であるため、毎日何らかの学習をすることが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/中間テスト(15%)/小テスト(15%)/発表(20%)/課題提出(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 梨花女子大学校言語教育院、2010、『梨花韓国語２－２』、EPRESS 

初回授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 季刊、『韓国語学習ジャーナル hana』、HANA 

・紙の辞書、もしくは電子辞書 

・履修状況を鑑みて適宜追加する 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR759 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎朝鮮語入門 

(Beginner's Korean) 

担当者名 

（Instructor） 
岡村 佳奈(OKAMURA KANA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語の文字にまず習熟し，発音を正しく身につけた上で，あいさつや初歩的な表現を使いこなせるようにする。 

 

Become familiar with Korean characters first and after learning the correct pronunciation, learn to utilize greetings and basic 

expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

朝鮮語の文字を読み取り正確な発音ができるための学習をする。次に，基本的なあいさつや自己紹介の表現を学ぶ。つづいて，

もっとも基本的な構文をていねいな語尾で作れるようにする。否定や疑問の形を学んだあと，数の数え方，敬語まで学習する。 

 

Learn to read Korean characters and be able to pronounce them correctly. Next, learn basic expressions for greetings and self-

introductions. Following that, learn to be able to make the most basic syntax with polite endings. After learning the forms of 

negatives and questions, learn how to count numbers and honorifics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入と文字の基礎 基本母音 

2. 母音と基本子音／激音と濃音 

3. 合成母音，パッチム 

4. 発音の復習，日本語をハングルで書く 

5. 第１課 ～は～です／～ですか？ ㅂ니다語尾 

6. 第２課 ～は～です／ですか？／ではありません 요語尾 

7. 第３課 ～がいます／あります ～がいません／ありません 요語尾 

8. 第４課 ～します／しますか？ ㅂ니다語尾 

9. 第５課 漢数字 ～しません ㅂ니다語尾 

10. 第６課 固有数詞 ～しに 

11. 第７課 敬語 ～という 

12. 第８課 ～れば／たら ～したい ～しましょう 

13. 春学期全体の復習 

14. まとめと期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして基本的な文型と単語を覚えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 201９年、『いっしょにコリアン』、白帝社 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

■FR760 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎朝鮮語入門 

(Beginner's Korean) 

担当者名 

（Instructor） 
孟 信和(MAENG SHINHWA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語の文字にまず習熟し，発音を正しく身につけた上で，あいさつや初歩的な表現を使いこなせるようにする。 

 

Become familiar with Korean characters first and after learning the correct pronunciation, learn to utilize greetings and basic 

expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

朝鮮語の文字を読み取り正確な発音ができるための学習をする。次に，基本的なあいさつや自己紹介の表現を学ぶ。つづいて，

もっとも基本的な構文をていねいな語尾で作れるようにする。否定や疑問の形を学んだあと，数の数え方，過去形まで学習する。 

 

Learn to read Korean characters and be able to pronounce them correctly. Next, learn basic expressions for greetings and self-

introductions. Following that, learn to be able to make the most basic syntax with polite endings. After learning the forms of 

negatives and questions, learn how to count numbers and the past tense. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入と文字の基礎／10 個の基本母音 

2. 子音 鼻音・流音、平音・激音・濃音 

3. 複合母音，パッチム、日本語をハングルで書く 

4. 発音の復習，「～は○○です／ではありません」の表現、 요語尾 

5. 疑問詞、漢数詞と固有数詞 

6. もうひとつの丁寧な語尾 ㅂ니다形、用言と語尾のつなげ方 

7. 3 段の活用（3 つの語基）、第Ⅲ語基 

8. 否定形、中間テスト 

9. 第Ⅰ語基、第Ⅱ語基、不可能の表現 못 

10. 過去形の表現 

11. 過去形の練習、尊敬形 

12. 尊敬形と尊敬語 

13. 尊敬形の過去 

14. 全体のまとめ、期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして最低限、本文の内容を覚えること。同時に、音読を侮らずしっかり声を出して繰り返し読んでみること。小

テストなどに備えてパターンを身に着けるとともに、語彙を増やしていくことも大切である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. チョ・ヒチョル、2011、『本気で学ぶ韓国語』、ペレ出版 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。電子辞書は旅行会話用のソフトでは対応できないので、ソフトの内容をよく確認すること。紙の辞書も語彙が少な

いものは学習上、不便が生じることがある。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR761 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎朝鮮語入門 

(Beginner's Korean) 

担当者名 

（Instructor） 
金 良淑(KIM YANGSOOK) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語の文字にまず習熟し，発音を正しく身につけた上で，あいさつや初歩的な表現を使いこなせるようにする。 

 

Become familiar with Korean characters first and after learning the correct pronunciation, learn to utilize greetings and basic 

expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

朝鮮語の文字を読み取り正確な発音ができるための学習をする。次に，基本的なあいさつや自己紹介の表現を学ぶ。つづいて，

もっとも基本的な構文をていねいな語尾で作れるようにする。否定や疑問の形を学んだあと，数の数え方，敬語まで学習する。 

 

Learn to read Korean characters and be able to pronounce them correctly. Next, learn basic expressions for greetings and self-

introductions. Following that, learn to be able to make the most basic syntax with polite endings. After learning the forms of 

negatives and questions, learn how to count numbers and honorifics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入と文字の基礎 基本母音 

2. 母音と基本子音／激音と濃音 

3. 合成母音，パッチム 

4. 発音の復習，日本語をハングルで書く 

5. 第１課 ～は～です／～ですか？ ㅂ니다語尾 

6. 第２課 ～は～です／ですか？／ではありません 요語尾 

7. 第３課 ～がいます／あります ～がいません／ありません 요語尾 

8. 第４課 ～します／しますか？ ㅂ니다語尾 

9. 第５課 漢数字 ～しません ㅂ니다語尾 

10. 第６課 固有数詞 ～しに 

11. 第７課 敬語 ～という 

12. 第８課 ～れば／たら ～したい ～しましょう 

13. 春学期全体の復習 

14. まとめと期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして基本的な文型と単語を覚えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 201９年、『いっしょにコリアン』、白帝社 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

■FR764 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎朝鮮語入門 

(Beginner's Korean) 

担当者名 

（Instructor） 
古橋 綾(FURUHASHI AYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語の文字にまず習熟し，発音を正しく身につけた上で，あいさつや初歩的な表現を使いこなせるようにする。 

 

Become familiar with Korean characters first and after learning the correct pronunciation, learn to utilize greetings and basic 

expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

朝鮮語の文字を読み取り正確な発音ができるための学習をする。次に，基本的なあいさつや自己紹介の表現を学ぶ。つづいて，

もっとも基本的な構文をていねいな語尾で作れるようにする。否定や疑問の形を学んだあと，数の数え方，過去形まで学習する。 

 

Learn to read Korean characters and be able to pronounce them correctly. Next, learn basic expressions for greetings and self-

introductions. Following that, learn to be able to make the most basic syntax with polite endings. After learning the forms of 

negatives and questions, learn how to count numbers and the past tense. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入と文字の基礎／10 個の基本母音 

2. 子音 鼻音・流音、平音・激音・濃音 

3. 複合母音，パッチム、日本語をハングルで書く 

4. 発音の復習，「～は○○です／ではありません」の表現、 요語尾 

5. 疑問詞、漢数詞と固有数詞 

6. もうひとつの丁寧な語尾 ㅂ니다形、用言と語尾のつなげ方 

7. 3 段の活用（3 つの語基）、第Ⅲ語基 

8. 否定形、中間テスト 

9. 第Ⅰ語基、第Ⅱ語基、不可能の表現 못 

10. 過去形の表現 

11. 過去形の練習、尊敬形 

12. 尊敬形と尊敬語 

13. 尊敬形の過去 

14. 全体のまとめ、期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして最低限、本文の内容を覚えること。同時に、音読を侮らずしっかり声を出して繰り返し読んでみること。小

テストなどに備えてパターンを身に着けるとともに、語彙を増やしていくことも大切である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. チョ・ヒチョル、2011、『本気で学ぶ韓国語』、ペレ出版 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。電子辞書は旅行会話用のソフトでは対応できないので、ソフトの内容をよく確認すること。紙の辞書も語彙が少な

いものは学習上、不便が生じることがある。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR765 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎朝鮮語初級 

(Elementary Korean) 

担当者名 

（Instructor） 
岡村 佳奈(OKAMURA KANA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な文法事項を，この「基礎２」で学び終えることをめざす（ハングル能力検定４級相当）。これらの知識を基礎にして，聞き取

る力も養う。 

 

The aim is to finish learning basic grammar items in “Basic 2” (equivalent to Grade 4 of The Korean Language Proficiency Test). 

Based on this knowledge, also develop the listening skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期で学んだ二つのていねい形のうち、ㅂ니다よりも日常的に使われる요の語尾を幅広く使えるようにする。さらに，不規則活

用（変則用言）について，よく使われるものを中心に学ぶ。そして、連体形を学習しつつ動詞・形容詞の語彙を増やす。 

 

Of the two polite forms learned in the spring semester, learn to predominantly use 요 as it is more commonly used at the 

endings of sentences than ㅂ니다. Furthermore, learn about irregular conjugations (irregular declinable words) while focusing on 

commonly used ones. Then, increase the vocabulary of verbs and adjectives while learning attributive forms. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 9 課 ～できない ～してください 子音語幹の요語尾の形 

2. 第 10 課 ～しなければならない ㄹ거예요の文末表現 母音語幹요語尾の形 

3. 第 11 課 過去形 接尾辞고 接尾辞서 

4. 第 12 課 ～してみる 接尾辞니까 接尾辞ㄹ까요? 

5. 第 13 課 ㅂ不規則用言 接尾辞겠다 接尾辞도 

6. 第 14 課 ㄷ不規則用言 ～することができる／できない ～する前に 

7. 用言の活用を中心としたここまでの復習 

8. 第 15 課 으不規則用言 ～してもいい ～しないでください 

9. 第 16 課 르不規則用言 ～している ～だが 

10. 第 17 課 ㅎ不規則用言 ～のために／せいで 同意を求める文末表現 

11. 第 18 課 動詞の現在連体形 形容詞の現在連体形 ㄹ게요の文末表現 

12. 第 19 課 動詞の過去連体形 ～した後 네요の文末表現 

13. 秋学期全体の復習 

14. まとめと期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして基本的な文型と単語を覚えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 201９年、『いっしょにコリアン』、白帝社 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR766 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎朝鮮語初級 

(Elementary Korean) 

担当者名 

（Instructor） 
孟 信和(MAENG SHINHWA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な文法事項を，この「基礎２」で学び終えることをめざす（ハングル能力検定４級相当）。これらの知識を基礎にして，聞き取

る力も養う。 

 

The aim is to finish learning basic grammar items in “Basic 2” (equivalent to Grade 4 of The Korean Language Proficiency Test). 

Based on this knowledge, also develop the listening skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

用言の連体形を学び、状況に合わせて使えるようにする。また 3段の活用を使いこなし、様々な表現を身に着ける。さらに、変則

用言を学んで日常的によく登場する変則用言の使い方に習熟する。 

 

Learn Adnominal form of the declinable word so that you can use it according to the situation. Next, master the use of Three 

kinds of conjugation  and learn various expressions. In addition, learn Irregular verb and become proficient in the usage of 

Irregular verb that frequently appear on a daily basis.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期の復習、第Ⅰ語基＋고 있다 

2. 形容詞の連体形、第Ⅲ語基 있다 

3. 第Ⅲ語基に動詞が続く形、第Ⅰ語基＋고 싶다 

4. 理由を表わす表現（接続、語尾）の니까, 서, 거든요 

5. 用言の現在連体形 

6. 用言の過去連体形 

7. 用言の連体形のまとめ、可能・不可能 

8. 意志・推量の表現 第Ⅰ語基＋겠다、中間テスト 

9. ㅂ変則用言、ㄷ変則用言 

10. 르語幹末の３つの変則用言、ㅅ変則用言 

11. ㅎ変則用言,으変則用言 

12. 義務の表現、第Ⅰ語基＋기 전에 

13. 알다, 모르다に関わる表現 

14. 全体のまとめと期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして最低限本文の内容を覚えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. チョ・ヒチョル、2011 年、『本気で学ぶ韓国語』、ペレ出版 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。ただし、辞書のソフトの内容を確認すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR767 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎朝鮮語初級 

(Elementary Korean) 

担当者名 

（Instructor） 
金 良淑(KIM YANGSOOK) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な文法事項を，この「基礎２」で学び終えることをめざす（ハングル能力検定４級相当）。これらの知識を基礎にして，聞き取

る力も養う。 

 

The aim is to finish learning basic grammar items in “Basic 2” (equivalent to Grade 4 of The Korean Language Proficiency Test). 

Based on this knowledge, also develop the listening skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期で学んだ二つのていねい形のうち、ㅂ니다よりも日常的に使われる요の語尾を幅広く使えるようにする。さらに，不規則活

用（変則用言）について，よく使われるものを中心に学ぶ。そして、連体形を学習しつつ動詞・形容詞の語彙を増やす。 

 

Of the two polite forms learned in the spring semester, learn to predominantly use 요 as it is more commonly used at the 

endings of sentences than ㅂ니다. Furthermore, learn about irregular conjugations (irregular declinable words) while focusing on 

commonly used ones. Then, increase the vocabulary of verbs and adjectives while learning attributive forms. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 9 課 ～できない ～してください 子音語幹の요語尾の形 

2. 第 10 課 ～しなければならない ㄹ거예요の文末表現 母音語幹요語尾の形 

3. 第 11 課 過去形 接尾辞고 接尾辞서 

4. 第 12 課 ～してみる 接尾辞니까 接尾辞ㄹ까요? 

5. 第 13 課 ㅂ不規則用言 接尾辞겠다 接尾辞도 

6. 第 14 課 ㄷ不規則用言 ～することができる／できない ～する前に 

7. 用言の活用を中心としたここまでの復習 

8. 第 15 課 으不規則用言 ～してもいい ～しないでください 

9. 第 16 課 르不規則用言 ～している ～だが 

10. 第 17 課 ㅎ不規則用言 ～のために／せいで 同意を求める文末表現 

11. 第 18 課 動詞の現在連体形 形容詞の現在連体形 ㄹ게요の文末表現 

12. 第 19 課 動詞の過去連体形 ～した後 네요の文末表現 

13. 秋学期全体の復習 

14. まとめと期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして基本的な文型と単語を覚えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 201９年、『いっしょにコリアン』、白帝社 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR770 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎朝鮮語初級 

(Elementary Korean) 

担当者名 

（Instructor） 
古橋 綾(FURUHASHI AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な文法事項を，この「基礎２」で学び終えることをめざす（ハングル能力検定４級相当）。これらの知識を基礎にして，聞き取

る力も養う。 

 

The aim is to finish learning basic grammar items in “Basic 2” (equivalent to Grade 4 of The Korean Language Proficiency Test). 

Based on this knowledge, also develop the listening skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

用言の連体形を学び、状況に合わせて使えるようにする。また 3段の活用を使いこなし、様々な表現を身に着ける。さらに、変則

用言を学んで日常的によく登場する変則用言の使い方に習熟する。 

 

Learn Adnominal form of the declinable word so that you can use it according to the situation. Next, master the use of Three 

kinds of conjugation  and learn various expressions. In addition, learn Irregular verb and become proficient in the usage of 

Irregular verb that frequently appear on a daily basis.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期の復習、第Ⅰ語基＋고 있다 

2. 形容詞の連体形、第Ⅲ語基 있다 

3. 第Ⅲ語基に動詞が続く形、第Ⅰ語基＋고 싶다 

4. 理由を表わす表現（接続、語尾）の니까, 서, 거든요 

5. 用言の現在連体形 

6. 用言の過去連体形 

7. 用言の連体形のまとめ、可能・不可能 

8. 意志・推量の表現 第Ⅰ語基＋겠다、中間テスト 

9. ㅂ変則用言、ㄷ変則用言 

10. 르語幹末の３つの変則用言、ㅅ変則用言 

11. ㅎ変則用言,으変則用言 

12. 義務の表現、第Ⅰ語基＋기 전에 

13. 알다, 모르다に関わる表現 

14. 全体のまとめと期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして最低限本文の内容を覚えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. チョ・ヒチョル、2011 年、『本気で学ぶ韓国語』、ペレ出版 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。ただし、辞書のソフトの内容を確認すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR771 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語コミュニケーション１ 

(Advanced Korean Communication 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
李 和貞(LEE HWAJEONG) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

상급한국어를 배우려는 학생들을 대상으로, 중급이상의 기본적인 문법과 활용 능력을 전제로 다양한 형태의 고급 

한국어를 구사하는 커뮤니케이션의 습득과 회화능력 향상을 수업 목표로 합니다. 

 

For students wishing to learn advanced Korean and with a background of intermediate or higher grammar and proficiency, the 

goal of the class is to learn communication skills using various types of advanced Korean and increase conversation skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

수업에서는 사전에 제시한 다양한 학습자료(신문기사,잡지,영상,인터넷자료 등)를 통해, 수강생들은 자신의 구체적인 

생각이나 의견을 정리해 수업에서 발표하게 되며, 각 테마별로 참가자 전원에 의한 적극적인 토론형식으로 자신의 

생각과 의견을 교환해 가는  <말하기> 중심의 수업으로 진행될 예정입니다. 구체적인 수업 내용 및 진행방식에 

대해서는  첫수업에 참가한 학생들의 레벨 등에 의해 수정 및  변경 될 수 있습니다.  

 

With a variety of study materials offered beforehand (newspaper articles, magazines, visuals, internet sources, etc.), students 

will organize their detailed thoughts and opinions and present them. Classes will be based on <speaking> through debates on 

various themes that will require active participation in the class in which students will exchange personal thoughts and opinions. 

Details on the themes and procedure of the class may change depending on the difference in level, etc., of the students in the 

first class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 참가자소개 및 수업소개 (수업의 내용 및 진행방식에 대한 설명) 

2. 제 1 테마  나와 학교생활  (취미, 관심사, 동아리, 장점 등) 

3. 제 2 테마  나와 한국어  (이수동기,관심사 등 )  

4. 상급 문법 표현 / 응용 1 

5. 제 3 테마  한국에 관련된 나의 관심사 (1) 

6. 제 3 테마  한국에 관련된 나의 관심사 (2) 

7. 제 4 테마  한국의 젊은이들의 문화 (전체토론) 

8. 제 5 테마  한국의  전래동화  

9. 제 6 테마  한국의 시  

10. 상급 문법 표현 / 응용 2 

11. 제 7 테마  트러블 문제 상황의 표현 연습   

12. 제 7 테마  한국인과 한국사회  

13. 제 8 테마  한국과 일본 (한일비교) 

14. 특별수업 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

본강의는 한글 검정 3 급 취득자(한국어 능력시험 등 그에 상당하는 레벨로 인정되는 경우포함)를 전제로 진행될 

예정입니다. 수업에서는 학생주도의 적극적이며 자유로운 회화연습을 위해 말하기에 중점을 두고 자신의 생각과 

의견을 말할 수  있도록 다양한 기회를 제공합니다. 그를 위해 수강생들은 상급문법 및 다양한 표현에 대해서 

학습함과 동시에  수업에서 제시되는 관련 테마를 중심으로 자신의 관심사를  정해 발표 준비를 하며 공통화제에 

대한 자신의 기본적인 생각을 정리하여 발표해야 합니다.  
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(20%)/発表（全 5 回）(25%)/発言・討論参加度(10%)/中間課題(10%)/提出物(10%)/最終レポート(Final Report)(10%)/最終テス

ト(Final Test)(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

교과서 및 토론 자료에 대해서는 첫수업에서 소개 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR772 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語コミュニケーション２ 

(Advanced Korean Communication 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
李 和貞(LEE HWAJEONG) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

상급한국어를 배우려는 학생들을 대상으로, 다양한 한국어 문법과 활용 능력을 전제로하여, 자연스럽게 자신의 

생각과 의견을 표현해가며, 구체적인 상황을 구사해가는  한국어 커뮤니케이션의 능력향상을 목표로 합니다. 

 

For students wishing to learn advanced Korean and with a background of intermediate or higher grammar and proficiency, the 

goal of the class is to learn communication skills using various types of advanced Korean and increase conversation skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

매수업에서는 정해진 주제와 관련된 다양한 학습자료(신문기사,잡지,영상,인터넷자료 등)를 제시하고, 수강생들은 

그와 관련해 자신의 구체적인 생각이나 의견을 정리해 쓰거나 발표를 하게 되며 매수업은 전참가자에 의한 다양한 

토론형식으로 진행됩니다. 구체적인 수업의 테마 및 진행방식에 대해서는  첫수업에 참가한 학생들의 현황에 의해 

수정 및  반영될 수 있습니다. 본 수업은 적극적인 토론형식의 수업으로써, 조선어를 사용한 상급레벨의 듣기, 

말하기, 쓰기의 통합적인 접근을 시도하며 그와 동시에 생동감있는 문화 및 사회이해의 접근을 위한 다양한 경험을 

유도합니다. 

 

In each class, students will be provided selected topics and various relevant materials (newspaper articles, magazines, visuals, 

internet sources, etc.), and will organize and present their detailed thoughts and opinions on such topics. And each class will be 

conducted in a variety of debates. Details on the themes and procedure of the class may change depending on the difference in 

level, etc., of the students in the first class. As a debate-style class that requires active participation, the goal of the class is to 

comprehensively approach the debate with an advanced level of listening, speaking, and writing, and at the same time, foster a 

variety of experiences in order for a better understanding of Korean culture and society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 참가자소개 및 수업소개 (수업의 내용 및 진행방식에 대한 설명) 

2. 제 1 테마  내가 좋아하는 장소, 상급 회화  문법 및 표현 (1) 

3. 제 2 테마  나의 꿀팁,  상급 회화  문법 및 표현 (2) 

4. 제 3 테마  내가 20 대에 하고 싶은 일 (영상소개 및 토론) 

5. 제 4 테마  한국식 인사 문화 (자료 읽고 토론, 표현 소개) 

6. 제 5 테마  한국의 스킨쉽 문화  (자료 읽고 토론, 표현 소개) 

7. 중간 발표 (각자 테마를 정해서 발표) 

8. 제 6 테마  한국 영화 소개 (영상 소개, 감상 토론) 

9. 제 7 테마  뉴스 표현배우기, 일기예보, 2 분 뉴스 아나운서    

10. 제 8 테마  한국의 대학입시, 교육사정(1) 

11. 제 8 테마   한국의 대학입시, 교육사정(2) 

12.  제 9 테마  한국어로 공부하는 직업교육 (자기개발,자기분석) 

13. 제 10 테마  한국어로 공부하는 심리학 (메타 인지) 

14. 기말 발표 (PPT 를 만들어 발표하기) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

본강의는 한글 검정 3 급 취득자(한국어 능력시험 등 그에 상당하는 레벨로 인정되는 경우포함)를 전제로 진행될 

예정입니다. 학생주도의 자유로운 회화연습을 위해 본 수업에서는 조선어를 사용한 수강생들의 적극적이고 

자발적인 참가를 필요로 합니다. 그를 위해, 수강생들은 수업에서 제시하는 관련 테마 범위내에서 자신의 
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관심영역에 대한 적절한 발표주제를 정해, 사전준비 및 발표를 하게 되며, 다른 참가자들은 이와 관련된  각자의 

생각이나 화제를 소개해야 합니다. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(15%)/毎回の発言(10%)/ミニ課題発表(25%)/提出物(15%)/中間課題(15%)/最終レポート(Final Report)(5%)/最終テスト(Final 

Test)(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

지정교과서는 따로 없습니다. (참고서에 대해서는 첫수업에서 소개) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR773 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語ライティング１ 

(Advanced Korean Writing 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
高 成鳳(KOU SONBON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目基コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語の実用的なコミュニケーション能力の習得を目標とします。 

 

The goal is to acquire practical communication skills in Korean. 

 

授業の内容（Course Contents） 

朝鮮語のライティングに必要な文法・語彙・表現について学習し、自分の考えや事実を朝鮮語の文章で伝える練習を通して、朝

鮮語の実用的なコミュニケーション能力の向上を目指します。ハングル検定３級程度の学習歴を目安に授業を進めます。 授業

の具体的な進め方やテーマの選定、レベルの設定等については，受講生の希望に柔軟に対応したいと考えています。授業への

積極的な参加と提案を期待します。 

 

The aim is to improve practical communication skills in the Korean language by studying grammar, vocabulary, and expressions 

necessary for writing in Korean, through the practice of conveying facts and one’s own thoughts in Korean sentences. This 

class will proceed based on having learned up to the level of The Korean Language Proficiency Test Grade 3. Specific ways of 

proceeding in class, selection of themes, setting of levels, etc. will be decided flexibly according to the participants' request. 

Positive participation and suggestions are expected in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 上級朝鮮語ライティング１ 

2. 上級朝鮮語ライティング２ 

3. 上級朝鮮語ライティング３ 

4. 上級朝鮮語ライティング４ 

5. 上級朝鮮語ライティング５ 

6. 上級朝鮮語ライティング６ 

7. 上級朝鮮語ライティング７ 

8. 上級朝鮮語ライティング８ 

9. 上級朝鮮語ライティング９ 

10. 上級朝鮮語ライティング 10 

11. 上級朝鮮語ライティング 11 

12. 上級朝鮮語ライティング 12 

13. ミニプレゼンテーション 

14. 学習まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示します。継続的な復習が効果的です。授業への積極的な参加と提案を期待します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加姿勢・貢献度(50%)/発表・課題等(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定せず。必要に応じてプリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書は必ず用意してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR774 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語ライティング２ 

(Advanced Korean Writing 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
高 成鳳(KOU SONBON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語の実用的なコミュニケーション能力の習得を目標とします。 

 

The goal is to acquire practical communication skills in Korean. 

 

授業の内容（Course Contents） 

朝鮮語のライティングに必要な文法・語彙・表現について学習し、自分の考えや事実を朝鮮語の文章で伝える練習を通して、朝

鮮語の実用的なコミュニケーション能力の向上を目指します。ハングル検定３級程度の学習歴を目安に授業を進めます。 授業

の具体的な進め方やテーマの選定、レベルの設定等については，受講生の希望に柔軟に対応したいと考えています。授業への

積極的な参加と提案を期待します。 

 

The aim is to improve practical communication skills in the Korean language by studying grammar, vocabulary, and expressions 

necessary for writing in Korean, through the practice of conveying facts and one’s own thoughts in Korean sentences. This 

class will proceed based on having learned up to the level of The Korean Language Proficiency Test Grade 3. Specific ways of 

proceeding in class, selection of themes, setting of levels, etc. will be decided flexibly according to the participants' request. 

Positive participation and suggestions are expected in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 上級朝鮮語ライティング１ 

2. 上級朝鮮語ライティング２ 

3. 上級朝鮮語ライティング３ 

4. 上級朝鮮語ライティング４ 

5. 上級朝鮮語ライティング５ 

6. 上級朝鮮語ライティング６ 

7. 上級朝鮮語ライティング７ 

8. 上級朝鮮語ライティング８ 

9. 上級朝鮮語ライティング９ 

10. 上級朝鮮語ライティング 10 

11. 上級朝鮮語ライティング 11 

12. 上級朝鮮語ライティング 12 

13. ミニプレゼンテーション 

14. 学習まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示します。継続的な復習が効果的です。授業への積極的な参加と提案を期待します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加姿勢・貢献度(50%)/発表・課題等(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定せず。必要に応じてプリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書は必ず用意してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR775 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語リスニング・リーディング１ 

(Advanced Korean Listening & Reading 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
古橋 綾(FURUHASHI AYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な語彙と表現を習得し、聞き取り能力を高め、会話能力の向上を目指す。 

 

This course aims to help students acquire various vocabulary and expressions, improve their listening skills, and improve their 

conversation skills.  

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業はリスニング教材の問題を解き、翻訳や音読、会話練習を演習形式で行う。また、テーマに対する自分の意見を韓国語

で述べる練習も行う。余裕がある人は基本教材の他にニュースやインタビューなどまとまった量を聞き取って大まかな内容を把握

することにもチャレンジする。中級修了者またはハングル検定３級程度の学習歴をもつことを前提とする。 

 

In this exercise course, students will deal with listening materials, translating tasks, reading aloud, and speaking. Students also 

practice giving their opinion on the subject in Korean. In addition to the basic materials, students will set goals based on their 

skill level (for example, listen to Korean university classes, understand news, read dissertations in areas of your interest, etc.), 

practice listening to audio recordings, and reading dissertations to understand and summarize their content. This class is open 

to students who have earned a grade 3 or higher on The Korean Language Proficiency Test. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. リスニング教材第 1 課「旅行と観光」 

2. リスニング教材第 2 課「家族」 

3. リスニング教材第 3 課「韓国の文化」 

4. リスニング教材第 4 課「生活の中のインターネット」 

5. リスニング教材第 5 課「趣味と余暇」 

6. プレゼンテーション＆ディスカッション 

7. 中間テスト（1－5 課）、中間レポート提出 

8. リスニング教材第 6 課「健康と疾病治療」 

9. リスニング教材第 7 課「ショッピング」 

10. リスニング教材第 8 課「対人関係」 

11. リスニング教材第 9 課「職場生活」 

12. リスニング教材第 10 課「日常生活」 

13. プレゼンテーション＆ディスカッション 

14. 期末テスト（6－10 課）、期末レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・初回に配付するリスニング教材のプリントを事前学習してくること 

・授業後の復習で新出語彙や表現を確実に自分のものにすること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/小テスト(20%)/中間テスト(20%)/期末テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

韓国で出版されたリスニング教材やインターネットニュース等を適宜使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 韓恵景、2014、『会話から学ぶ韓国語の文末表現』、HANA (ISBN:4295403148) 

2. チョ・ジェヒ他、2010、『聞く！解く！分かる！リスニング韓国語中級』、アルク (ISBN:4757419082) 

3. 今井久美雄、2014、『暮らしの韓国語単語 10,000』、語研 (ISBN:4876152942) 

4. KBS韓国語研究会、2013、『改訂版 KBSの韓国語 標準発音と朗読』、HANA (ISBN:4844375407) 

5. hana 編集部、2014～、『韓国語学習ジャーナル hana』、HANA 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR776 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語リスニング・リーディング２ 

(Advanced Korean Listening & Reading 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
古橋 綾(FURUHASHI AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な語彙と表現を習得し、聞き取り能力を高め、会話能力の向上を目指す。朝鮮語で行われる講義やテレビのニュースなどを

視聴し、大意を把握できるようになる。 

 

This course aims to help students acquire various vocabulary and expressions, improve their listening skills, and improve their 

conversation skills.  

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業はリスニング教材の問題を解き、翻訳や音読、会話練習を演習形式で行う。また、テーマに対する自分の意見を韓国語

で述べる練習も行う。基本教材の他に自分のレベルに合わせて目標を設定し（例えば、韓国の大学の授業を聞く、ニュースを理

解する、関心分野の論文を読むなど）、聞き取ったり読み取ったりした内容を把握し要約する練習を行う。ハングル検定３級程度

またはそれ以上の学習歴をもつことを前提とする。 

 

In this exercise course, students will deal with listening materials, translating tasks, reading aloud, and speaking. Students also 

practice giving their opinion on the subject in Korean. In addition to the basic materials, students will set goals based on their 

skill level (for example, listen to Korean university classes, understand news, read dissertations in areas of your interest, etc.), 

practice listening to audio recordings, and reading dissertations to understand and summarize their content. This class is open 

to students who have earned a grade 3 or higher on The Korean Language Proficiency Test. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. リスニング教材第 11 課「環境」 

2. リスニング教材第 12 課「天気と季節」 

3. リスニング教材第 13 課「食べ物」 

4. リスニング教材第 14 課「交通と生活」 

5. リスニング教材第 15 課「家」 

6. 各自の課題に取り組む（ニュース・大学講義視聴 or論文購読） 

7. 中間テスト（11－15 課）、中間レポート提出 

8. スニング教材第 16 課「外見」 

9. リスニング教材第 17 課「韓国の風習」 

10. リスニング教材第 18 課「文化生活」 

11. リスニング教材第 19 課「未来設計」 

12. リスニング教材第 20 課「面白い韓国語」 

13. 成果発表プレゼンテーション 

14. 期末テスト（16－20 課）、期末レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・初回に配付するリスニング教材のプリントを事前学習してくること 

・授業後の復習で新出語彙や表現を確実に自分のものにすること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/小テスト(20%)/中間テスト(20%)/期末テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

韓国で出版されたリスニング教材やネット上の音声素材などを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

春学期の参考文献を参照してください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FR777 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語演習１ 

(Advanced Korean 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
イ，ヒャンジン(LEE,HYANGJIN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

중급 이상의 조선어 수업을 이수했거나 비슷한 수준을 가진 학생들이 고급 수준의 보고서를 작성하고 프레젠테이션 

능력을 향상시킨다. 

 

For students who completed intermediate level or higher Korean or students with similar levels of proficiency, the goal of the 

class is to increase report writing and presentation skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

주제:  릿교대학 조선인 유학생 윤동주 연구: 문학과 영상으로 읽는 한국과 일본사회, 그리고 한일역사  

과제: 시 낭송과 해석, 감상문 쓰기, 윤동주의 삶을 다룬 기사와 평전, 영화 및 다큐, 뮤지컬 등의 감상, 보고서를 

작성하여 발표 또는 영상 제작 

수업: 영상물 소개와 프리젠테이션 후 토론. 문형과 단어 활용연습. 발음와 억양, 듣기, 읽기 연습, 작문.  

수업수준이 높으므로 주의할 것. 

 

Topic: Research on Korean Rikkyo University Student, Yoon Dong-joo: Korean and Japanese society and Korea-Japan history 

through literature and visuals 

 

Assignment: Recite, interpret, and write a review of Yoon's poetry; read or view an article, biography, movie/documentary, 

musical, etc., of Yoon's life, write a report, and present or make a video 

 

Class: Debates after introducing the videos and presentations. Practice with sentence patterns and use of words. Practice with 

correct pronunciation, intonation, listening, and reading, and composition. 

 

Please note that the class is advanced. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 수업 내용 소개, 발표 주제 정하기 

2.  프리젠테이션과 토론  

3.  프리젠테이션과 토론  

4.  프리젠테이션과 토론  

5.  프리젠테이션과 토론  

6.  프리젠테이션과 토론  

7. 프리젠테이션과 토론  

8.  프리젠테이션과 토론  

9.  프리젠테이션과 토론  

10.  프리젠테이션과 토론  

11. 프리젠테이션과 토론  

12.  프리젠테이션과 토론  

13. 기말 보고 (발표 또는 영상물) 

14.  기말 보고 (발표 또는 영상물 ) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

매주 보고와 영상물 작성을 위한 현지 답사나 문헌 조사연구, 관련자료를 읽고 정리한  보고서 제출수업은 

조선어로 내용을 설명하고 진행함. 

한글 검정 3 급이상의 학습능력을 이수 기준으로 함. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題・提出物(30%)/プレゼンテーション(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR778 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語演習２ 

(Advanced Korean 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
イ，ヒャンジン(LEE,HYANGJIN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目コア科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

중급 이상의 조선어 수업을 이수했거나 비슷한 수준을 가진 학생들이 고급 수준의 보고서를 작성하고 프레젠테이션 

능력을 향상시킨다. 

 

For students who completed intermediate level or higher Korean or students with similar levels of proficiency, the goal of the 

class is to increase report writing and presentation skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

주제:한류로 읽는 한국과 북한, 재일, 일본사회론 

과제: 드라마와 영화, 소설, K-POP, 한식, 패션 등 대표적인 작품과 아티스트,  산업현황과 팬덤에 대한 보고서 

작성하여 발표 또는 영상 제작 

수업: 관련 영상물 소개와 프리젠테이션 후 토론. 문형과 단어 활용연습. 발음와 억양, 듣기, 읽기 연습, 작문.  

수업수준이 높으므로 주의할 것. 

 

Topic: Hallyu and Essays on North and South Korea, the Zainichi, and Japanese Society 

 

Assignment: Write a report and present or make a video on a drama, movie, novel, K-POP, Korean dish, fashion, etc., and its 

artist, industry, and fandom 

 

Class: Debates after introducing the videos and presentations. Practice with sentence patterns and use of words. Practice with 

correct pronunciation, intonation, listening, and reading, and composition. 

 

Please note that the class is advanced. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 수업 내용 소개, 발표 주제 정하기 

2. 한류드라마와 소설: 프리젠테이션과 토론  

3. 한류드라마와 소설: 프리젠테이션과 토론  

4. 한류드라마와 소설: 프리젠테이션과 토론  

5. 한류 드라마 팬덤: 프리젠테이션과 토론  

6. 영화와 K-POP:: 프리젠테이션과 토론  

7. 영화와 K-POP: 프리젠테이션과 토론  

8. 영화와 K-POP:프리젠테이션과 토론  

9. 영화와 K-POP: 프리젠테이션과 토론  

10. K-POP 팬덤: 프리젠테이션과 토론  

11.  음식과 패션: 프리젠테이션과 토론  

12. 음식과 패션: 현장 연구  

13. 기말 보고 (발표 또는 영상물) 

14.  기말 보고 (발표 또는 영상물) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

매주 보고와 영상물 작성을 위한 현지 답사나 문헌 조사연구, 관련자료를 읽고 정리한  보고서 제출수업은 

조선어로 내용을 설명하고 진행함. 

한글 검정 3 급이상의 학습능력을 이수 기준으로 함. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題・提出物(30%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR799 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

言語情報処理論（朝鮮語） 

(Information processing and language(Korean)) 

担当者名 

（Instructor） 
李 リョン京(LEE RYONGYON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

抽選登録科目 定員３０名 

自由科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語でパソコンを使うための基本操作を身につけ，朝鮮語を用いてインターネット上で情報を収集し活用するためのスキルを

学び、朝鮮語による文書作成法を習得する。 

 

Learn the basic operation for using a computer in Korean and the skills to collect and use information sourced from the Internet 

and create documents in Korean. 

 

授業の内容（Course Contents） 

パソコンで朝鮮語を使うための操作法を練習し，ワープロの文書作成と朝鮮語で情報を検索して活用する方法について学ぶ。パ

ソコンを使用して朝鮮語で作成する課題があり，受講者はある程度の朝鮮語能力（ハングル検定４級程度）を身につけていること

が望ましい。またテーマに沿って情報を収集し発表する機会も設ける。   

 

Practice the operation for using a computer in Korean and learn how to use a word processor to create documents, and search 

and use information in Korean. The task will be given to complete the assignment by using a computer in Korean, so it is 

recommended that students acquire knowledge of the Korean language (to the level of The Korean Language Proficiency Test 

Grade 4 ). In addition, there will be opportunities to collect and present information in line with a theme.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，朝鮮語の設定と入力方法 

2. 朝鮮語入力の練習 

3. 情報検索に役立つサイトの紹介 

4. 朝鮮語での情報検索と活用（１）文献検索 

5. 朝鮮語での情報検索と活用（２）辞書検索 

6. 朝鮮語での情報検索と活用（３）新聞・メディア 

7. 朝鮮語での情報検索と活用（４）映画・音楽 

8. 朝鮮語での情報検索と活用（５）自由テーマ 

9. 発表（１） 

10. 朝鮮語での情報検索と活用（6）社会 1 

11. 朝鮮語での情報検索と活用（7）共通テーマ 

12. 発表（2） 

13. 発表（3） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

朝鮮語のタイピングは継続的な学習が効果的です。タイピングの練習は継続的に行うこと。 

事前学習として、各回のテーマについて事前にわかる範囲で調べておくこと。   

事後学習として、先生が添削して返却した発表資料は修正して完成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題の提出(30%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用せず、必要に応じて授業時に配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FR801 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語海外言語文化研修（中級） 

(Overseas Korean Language and Cultural Studies Course (Intermediate Class)) 

担当者名 

（Instructor） 
石坂 浩一(ISHIZAKA KOICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2033 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

自由科目基礎科目 

※新型コロナウィルス拡大の影響により開講学期を春学期他⇒秋学期他に変更 

  【学期変更に伴い 6 月 11 日付シラバス変更】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

韓国・ソウルで，語学研修の授業およびコミュニケーション体験を通じ集中的に韓国語（朝鮮語）の運用能力を高めることを目標と

する。  

 

The goal is to intensively improve practical skills in the Korean language through language training classes and communication 

experience in Seoul, Korea,  

 

授業の内容（Course Contents） 

夏休みに予定されていたが中止となった朝鮮語海外言語文化研修の代替として、３月にソウルのカナタ韓国語学院において語

学研修を行なう。カナタ韓国語学院は延世大学の語学堂に在職した先生たちが独立し、１９９１年に設立した語学学校である。短

期間の外国人向け韓国語教育に定評があり、優秀な教育スタッフを備えて教育に当たっている。 

このカナタ韓国語学院において２０２１年３月８日から、1 日 4 時間ずつ，1２日間の語学の授業を行う。授業の初日にクラス分け

テストを行い，レベル別にクラスを編成する。少人数で学ぶ。授業はすべて韓国語によって行われるが，数日間の授業を受けるう

ちに必ず慣れていくので，心配せず積極的に授業に参加してほしい。 

また，韓国の人や文化に親しむために、授業後の午後に４回（１週間に２回）の文化体験が準備されている。文化体験の費用は

授業料に一括して含まれている。 

 

As an alternative to the Korean language overseas language and culture training that was scheduled for summer vacation but 

was canceled, in March, language training will be held at the Ｇanata Korean Language Institute in Seoul. Kanata Korean 

Language Institute is a language school established in 1991 by independent teachers who were employed in Yonsei University. 

Kanata Korean Language Institute has a good reputation for Korean language education for foreigners in a short period of time, 

and class is educated with excellent educational staff. 

Beginning March 8, 2021, this Ganata Korean Language Institute  will hold 12-day language lessons for 4 hours each. On the 

first day of the class, a class test will be conducted and classes will be organized according to level. Learn with a small number 

of people. All classes are conducted in Korean, 

 but we are sure that you will get used to them for a few days, so We hope you will participate actively in the classes without 

worrying about them. 

Also, in order to become familiar with Korean people and culture, four cultural experiences (two times a week) are prepared in 

the afternoon after class. The cost of cultural experience is included in the tuition fee. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 説明会・希望届提出・履修許可者発表（詳細は R Guideで確認すること） 

  説明会 ９月１日（火）  

  履修申請期間  ９月１日（火）～４日（金）  

  履修許可者発表  ９月９日（水） １０時００分 

  説明会に出席し遅れずに履修申請を行うこと。 

2. 事前研修１ 日程と研修内容の詳細についての確認 ／保険加入等実務連絡 

        １０月３日（土） １４時００分～ 池袋キャンパス  

3. 事前研修２ 実務連絡 ／ 大久保地域フィールドワーク 

        １１月２８日（土） １４時００分～（予定）集合  池袋キャンパス 

4. 事前研修３ 韓国語での自己紹介，生活上の注意／ 実務連絡 

        ２０２１年１月９日（土） １４時００分～（予定） 池袋キャンパス 

        

        【6 月 15 日付変更 （変更理由：誤記訂正のため）】 

        変更前の記載内容：１月５日（土） 

5. ３月６日（土）韓国入国 

6. カナタ韓国語学院授業１ ３月８日（月曜日）～ 

7. カナタ韓国語学院授業２ 
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8. カナタ韓国語学院授業３ 

9. カナタ韓国語学院授業４ 

10. カナタ韓国語学院授業５ 

11. カナタ韓国語学院授業６ 

12. カナタ韓国語学院授業７ ～３月２０日（土曜日） 

13. カナタ韓国語学院文化体験１・２ 

14. カナタ韓国語学院文化体験３・４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前研修も評価に含まれるので，きちんと出席すること。参加者の語学のレベルはかなりのばらつきがあるので，韓国に行く前の

学習方法について質問があれば積極的に担当者に相談すること。必要に応じて少人数の演習を行うこともある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

全体的な事前研修及び現地研修への参加度(40%)/カナタ韓国語学院での学習評価(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

カナタ韓国語学院が指定した教科書を利用する。クラス分けのあとに配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、２０１８、『韓国語辞典』、小学館 

2. 石坂浩一・福島みのり編、２０１４、『現代韓国を知るための６０章』、明石書店 (ISBN:9784750340821) 

辞書は電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

朝鮮語海外言語文化研修（中級）と，朝鮮語海外言語文化研修（上級）は別科目である。履修資格については『R Guide』で確認

すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR802 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語海外言語文化研修（上級） 

(Overseas Korean Language and Cultural Studies Course (Upper Class)) 

担当者名 

（Instructor） 
石坂 浩一(ISHIZAKA KOICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2033 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

自由科目コア科目 

※新型コロナウィルス拡大の影響により開講学期を春学期他⇒秋学期他に変更 

  【学期変更に伴い 6 月 11 日付シラバス変更】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

韓国・ソウルで，語学研修の授業およびコミュニケーション体験を通じ集中的に韓国語（朝鮮語）の運用能力を高めることを目標と

する。  

 

The goal is to intensively improve practical skills in the Korean language through language training classes and communication 

experience in Seoul, Korea,  

 

授業の内容（Course Contents） 

夏休みに予定されていたが中止となった朝鮮語海外言語文化研修の代替として、３月にソウルのカナタ韓国語学院において語

学研修を行なう。カナタ韓国語学院は延世大学の語学堂に在職した先生たちが独立し、１９９１年に設立した語学学校である。短

期間の外国人向け韓国語教育に定評があり、優秀な教育スタッフを備えて教育に当たっている。 

このカナタ韓国語学院において２０２１年３月８日から、1 日 4 時間ずつ，1２日間の語学の授業を行う。授業の初日にクラス分け

テストを行い，レベル別にクラスを編成する。少人数で学ぶ。授業はすべて韓国語によって行われるが，数日間の授業を受けるう

ちに必ず慣れていくので，心配せず積極的に授業に参加してほしい。 

また，韓国の人や文化に親しむために、授業後の午後に４回（１週間に２回）の文化体験が準備されている。文化体験の費用は

授業料に一括して含まれている。 

 

As an alternative to the Korean language overseas language and culture training that was scheduled for summer vacation but 

was canceled, in March, language training will be held at the Ｇanata Korean Language Institute in Seoul. Kanata Korean 

Language Institute is a language school established in 1991 by independent teachers who were employed in Yonsei University. 

Kanata Korean Language Institute has a good reputation for Korean language education for foreigners in a short period of time, 

and class is educated with excellent educational staff. 

Beginning March 8, 2021, this Ganata Korean Language Institute  will hold 12-day language lessons for 4 hours each. On the 

first day of the class, a class test will be conducted and classes will be organized according to level. Learn with a small number 

of people. All classes are conducted in Korean, 

 but we are sure that you will get used to them for a few days, so We hope you will participate actively in the classes without 

worrying about them. 

Also, in order to become familiar with Korean people and culture, four cultural experiences (two times a week) are prepared in 

the afternoon after class. The cost of cultural experience is included in the tuition fee. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 説明会・希望届提出・履修許可者発表（詳細は R Guideで確認すること） 

  説明会 ９月１日（火）  

  履修申請期間  ９月１日（火）～４日（金）  

  履修許可者発表  ９月９日（水） １０時００分 

  説明会に出席し遅れずに履修申請を行うこと。 

2. 事前研修１ 日程と研修内容の詳細についての確認 ／保険加入等実務連絡 

        １０月３日（土） １４時００分～ 池袋キャンパス  

3. 事前研修２ 実務連絡 ／ 大久保地域フィールドワーク 

        １１月２８日（土） １４時００分～（予定）集合  池袋キャンパス 

4. 事前研修３ 韓国語での自己紹介，生活上の注意／ 実務連絡 

        ２０２１年１月９日（土） １４時００分～（予定） 池袋キャンパス 

        

        【6 月 15 日付変更 （変更理由：誤記訂正のため）】 

        変更前の記載内容：１月５日（土） 

5. ３月６日（土）韓国入国 

6. カナタ韓国語学院授業１ ３月８日（月曜日）～ 

7. カナタ韓国語学院授業２ 
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8. カナタ韓国語学院授業３ 

9. カナタ韓国語学院授業４ 

10. カナタ韓国語学院授業５ 

11. カナタ韓国語学院授業６ 

12. カナタ韓国語学院授業７ ～３月２０日（土曜日） 

13. カナタ韓国語学院文化体験１・２ 

14. カナタ韓国語学院文化体験３・４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前研修も評価に含まれるので，きちんと出席すること。参加者の語学のレベルはかなりのばらつきがあるので，韓国に行く前の

学習方法について質問があれば積極的に担当者に相談すること。必要に応じて少人数の演習を行うこともある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

全体的な事前研修及び現地研修への参加度(40%)/カナタ韓国語学院での学習評価(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

カナタ韓国語学院が指定した教科書を利用する。クラス分けのあとに配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、２０１８、『韓国語辞典』、小学館 

2. 石坂浩一・福島みのり編、２０１４、『現代韓国を知るための６０章』、明石書店 (ISBN:9784750340821) 

辞書は電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

朝鮮語海外言語文化研修（中級）と，朝鮮語海外言語文化研修（上級）は別科目である。履修資格については『R Guide』で確認

すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR821 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語中級１ 

(Intermediate Korean 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

金 良淑(KIM YANGSOOK) 

郭 珍京(KWAG JINGYEONG) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎 1・基礎 2 の学習内容を一部復習しつつ，朝鮮語の実践的会話能力を身につける。短いフレーズでも積極的にコミュニケー

ションができる力を養う。 

 

Acquire practical conversation skills in Korean while reviewing some of the content learned in Basic 1 and Basic 2. Develop the 

ability to communicate positively even with short phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎で学んだ基礎文法をふまえ，語彙を増やしつつ，それを会話に生かして使えるよう週 2 回の授業を通じてトレーニングを行

う。復習を繰り返しつつ次第に進んでいくように組み立てられている。特に生活上の単語を増やし日常会話に自信をつける。ハン

グル能力検定試験の４級から３級にかけての受験も意識しつつ授業を進める。一部の授業を朝鮮語で行う。 

 

Conversation training will be given based on the grammar learned in the Basics, while increasing the vocabulary, through classes 

held twice a week. The course is designed to review repeatedly so as to progress gradually. Increase words used especially in 

daily life and build confidence in everyday conversations. The class will proceed while keeping in mind The Korean Language 

Proficiency Test Grade 4 to 3. Some classes will be conducted in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第５課 順接の接尾辞／動詞の現在連体形／野菜の名前 

2. 第６課 動詞の過去・未来連体形／親族の呼称 

3. 第７課 「～している」の表現／ㅎ変則活用／着衣動詞 

4. 第８課 「～してみる」の表現／「～して」の表現／色の名前 

5. 第９課 「～したことがある」の表現／「～しか＋否定形」の表現／反対語の形容詞 

6. 第１０課 あいまいな接続語尾 

7. 第１１課 「～くらい」の語尾 

8. 第１２課 文末の詠嘆表現／花の名前 

9. 第１３課 文末の詠嘆表現／「～でも」の表現／天気に関する単語 

10. 第１４課 同意を求める文末表現／推量の詠嘆表現 

11. 第１５課 「～する／した時」の表現／一人称意志、三人称推量の表現／味に関する単語 

12. 第１６課 「～として」の助詞／「~している間」の表現／携帯電話に関する単語 

13. 第１７課 「～してあげる／してくれる」の表現／あいまいな接続語尾 

14. 春学期の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習をしっかりして語彙や表現を増やしていくように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/テスト，提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カナタ韓国語学院、2013、『カナタ KOREAN 初級２』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-05678-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 



 - 1131 - 
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■FR823 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語中級２ 

(Intermediate Korean 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

金 良淑(KIM YANGSOOK) 

郭 珍京(KWAG JINGYEONG) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

それまでの学習内容の上に立って，朝鮮語の実践的会話能力を身につける。短いフレーズでも積極的にコミュニケーションがで

きる力を養う。 

 

Acquire practical conversation skills in the Korean language to build on the content learned up to that point. Develop the ability 

to communicate positively even with short phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

語彙を増やしつつ，それを会話に生かして使えるよう週 2 回の授業を通じてトレーニングを行う。発表などを通じ，特に生活上の

単語を増やし会話的表現に習熟して日常会話に自信をつける。ハングル能力検定試験の４級から３級にかけての受験も意識し

つつ授業を進める｡一部の授業を朝鮮語で行う。 

 

While increasing vocabulary, training will be given to use it in conversation through classes held twice a week. By delivering 

presentations etc., increase words especially used in daily life and become experienced with conversational expressions to build 

confidence in daily conversation. The class will proceed while keeping in mind The Korean Language Proficiency Test Grade 4 to 

3. Some classes will be conducted in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１８課  「～しなければならない」の表現／両替について 

2. 第１９課 「～だから」の表現／「～も」の表現／外来語 

3. 第２０課 「～のようだ」の表現／「～のようになる」の表現 

4. 第２１課 「～しましょうか」の表現／「～したら」の表現／服の名前 

5. 第２２課 形容詞の副詞形／「～するだろう」の表現 

6. 第２３課 不規則活用／「～したようです」の表現／ 

7. 第２４課 形容詞の動詞化／「～するから」の表現／発音の規則 

8. 第２５課 動詞現在連体形／あいさつ 

9. 第２６課 「～する方法をしっている／知らない」の表現／「～してもいい」／「～してはいけない」の表現 

10. 第２７課 「～しても」の表現／「～だったらいいのに」の表現 

11. 第２８課 「～してから○○」の表現／「～していく／してくる」の表現 

12. 第２９課 「～何番目」の表現／理由を表す文末語尾／「～後に」の表現／電気製品の名前 

13. 第３０課 「～で」の接続語尾／不完全名詞 

14. 秋学期の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習をしっかりして語彙や表現を増やしていくように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/テスト，提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カナタ韓国語学院、2013、『カナタ KOREAN 初級２』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-05678-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 



 - 1133 - 

■FR825 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語スタンダード１ 

(Intermediate Korean 1 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
崔 先鎬(CHOI SEONHO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実践的に使えるリスニングや基礎的な会話の練習を重ねていく予定です。 

 

In this Korean language lecture about to the repeatedly perform practical listening and basic conversation practice. 

 

授業の内容（Course Contents） 

数詞，未来の出来事や意志の表現，勧誘形や変則用言，命令形などを学びます。 

１年次の基礎１・基礎２を終えたレベルを想定しており、ハングル検定で４級から３級をめざす程度の学習内容で進めます。毎回

教科書の音読の後、会話の練習を行います。 

 

In this Lecture about to the Korean numerals, expressions of future events and intentions, forms of invitations, irregular 

declinable words, and imperative forms. Particularly, to consider a prerequisite to complete the Basic 1 and Basic 2 levels in the 

first year, and the aim is to proceed with studying for and achieving either Grade 4 or 3 of The Korean language proficiency 

test, to the practice the conversation each time after reading aloud from the textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 8 課 買い物 

2. 第 8 課 買い物 

3. 第 8 課 買い物 

4. 第 9 課 計画 

5. 第 9 課 計画 

6. 第 9 課 計画 

7. 第 10 課 食べ物 

8. 第 10 課 食べ物 

9. 第 10 課 食べ物 

10. 第 10 課 食べ物 

11. 第 11 課 交通機関の利用 

12. 第 11 課 交通機関の利用 

13. 第 11 課 交通機関の利用 

14. 第 11 課 交通機関の利用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特に指示はありません。辞書は必要です。 

復習をきちんとしましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 梨花女子大学言語教育院、『梨花韓国語』2-1、梨花女子大学出版部 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

映像等を並行して紹介する予定です。その他, 必要な場合はコピーなどを配付いたします。なお、授業中に全ての電子機器の操

作（写真撮影・録画・録音・モバイル・スマホ・パソコン操作等）は絶対に行わないようにお願いいたします。辞書が必要な場合は、

紙の辞書か電子辞書をご持参ください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR826 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語スタンダード２ 

(Intermediate Korean 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
高 成鳳(KOU SONBON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語基礎１・基礎２で学習した内容を継承発展させ，朝鮮語の実用的な語学力の養成を目標とします。  

 

The goal is to develop practical Korean language skills by successfully applying the content learned in Basic Korean 1 and Basic 

Korean 2.  

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は朝鮮語基礎１・基礎２で学習した内容を随時確認しながら進めます。またハングル検定試験対策も視野に，基本的文法事

項を押さえながら語彙力増強とリスニング能力の向上をはかり，朝鮮語の実用的なコミュニケーション能力の習得を目指します。 

ハングル検定で４級から３級をめざす程度の学習内容で進めます。 

 

Classes will be conducted by checking the content learned in Basic Korean 1 and Basic Korean 2 as required. In addition, in 

view of preparing for The Korean Language Proficiency Test, the aim is to improve vocabulary and listening skills while adhering 

to basic grammatical items, and to acquire practical communication skills in Korean. The aim is to proceed with studying for and 

achieving either Grade 4 or 3 of The Korean language proficiency test. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 病院（その１） 

2. 第１課 病院（その２） 

3. 第１課 病院（その３） 

4. ハングル検定試験対策を兼ねた総合学習 

5. 第２課 紛失物（その１） 

6. 第２課 紛失物（その２）  

7. 第２課 紛失物（その３）  

8. 第３課 交換と払い戻し（その１） 

9. 第３課 交換と払い戻し（その２） 

10. 第３課 交換と払い戻し（その３） 

11. 第４課 天気と季節（その１） 

12. 第４課 天気と季節（その２） 

13. 第４課 天気と季節（その３） 

14. 春学期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業に集中し，必要に応じてきちんとノートをとってください。継続的な復習が効果的です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/授業への参加姿勢・貢献度(50%)/発表・課題等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 한국어교육열린연구회、2014、『열린 한국어』초급 3、도서출판 하우 (ISBN:978-89-7699-862-0) 

テキストの購入方法については初回授業時に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書は必ず用意してください。授業の具体的な進め方やレベルの設定については，受講生の希望に柔軟に対応したいと考えて

います。授業への積極的な参加と提案を期待します。 
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注意事項（Notice） 
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■FR827 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語スタンダード３ 

(Intermediate Korean 3 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
崔 先鎬(CHOI SEONHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実践的に使えるリスニングや基礎的な会話の練習を重ねていく予定です。 

 

In this Korean language lecture about to the repeatedly perform practical listening and basic conversation practice. 

 

授業の内容（Course Contents） 

数詞，未来の出来事や意志の表現，勧誘形や変則用言，命令形などを学びます。 

１年次の基礎１・基礎２を終えたレベルを想定しており、ハングル検定で４級から３級をめざす程度の学習内容で進めます。毎回

教科書の音読の後、会話の練習を行います。 

 

In this Lecture about to the Korean numerals, expressions of future events and intentions, forms of invitations, irregular 

declinable words, and imperative forms. Particularly, to consider a prerequisite to complete the Basic 1 and Basic 2 levels in the 

first year, and the aim is to proceed with studying for and achieving either Grade 4 or 3 of The Korean language proficiency 

test, to the practice the conversation each time after reading aloud from the textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 12 課 天気 

2. 第 12 課 天気 

3. 第 12 課 天気 

4. 第 13 課 電話 

5. 第 13 課 電話 

6. 第 13 課 電話 

7. 第 14 課 約束 

8. 第 14 課 約束 

9. 第 14 課 約束 

10. 第 14 課 約束 

11. 第 15 課 趣味 

12. 第 15 課 趣味 

13. 第 15 課 趣味 

14. 第 15 課 趣味 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特に指示はありません。辞書は必要です。 

復習をきちんとしましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 梨花女子大学言語教育院、『梨花韓国語』2-1、梨花女子大学出版部 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

映像等を並行して紹介する予定です。その他, 必要な場合はコピーなどを配付いたします。なお、授業中に全ての電子機器の操

作（写真撮影・録画・録音・モバイル・スマホ・パソコン操作等）は絶対に行わないようにお願いいたします。辞書が必要な場合は、

紙の辞書か電子辞書をご持参ください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR828 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語スタンダード４ 

(Intermediate Korean 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
高 成鳳(KOU SONBON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語基礎１・基礎２で学習した内容を継承発展させ，朝鮮語の実用的な語学力を養成することを目標とします。  

 

The goal is to develop practical Korean language skills by successfully applying the content learned in Basic Korean 1 and Basic 

Korean 2.  

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は朝鮮語基礎１・基礎２で学習した内容を随時確認しながら進めます。またハングル検定試験対策も視野に，基本的文法事

項を押さえながら語彙力増強とリスニング能力の向上をはかり，朝鮮語の実用的なコミュニケーション能力の習得を目指します。 

ハングル検定で４級から３級をめざす程度の学習内容で進めます。 

 

Classes will be conducted by checking the content learned in Basic Korean 1 and Basic Korean 2 as required. In addition, in 

view of preparing for The Korean Language Proficiency Test, the aim is to improve vocabulary and listening skills while adhering 

to basic grammatical items, and to acquire practical communication skills in Korean. The aim is to proceed with studying for and 

achieving either Grade 4 or 3 of The Korean language proficiency test. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第５課 予約（その１） 

2. 第５課 予約（その２） 

3. 第５課 予約（その３） 

4. ハングル検定試験対策を兼ねた総合学習 

5. 第６課 銀行（その１） 

6. 第６課 銀行（その２）  

7. 第６課 銀行（その３）  

8. 第７課 アルバイト（その１） 

9. 第７課 アルバイト（その２） 

10. 第７課 アルバイト（その３） 

11. 第８課 住まい探し（その１） 

12. 第８課 住まい探し（その２） 

13. 第８課 住まい探し（その３） 

14. 秋学期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業に集中し，必要に応じてきちんとノートをとってください。継続的な復習が効果的です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/授業への参加姿勢・貢献度(50%)/発表・課題等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 한국어교육열린연구회、2014、『열린 한국어』초급 3、도서출판 하우 (ISBN:978-89-7699-862-0) 

テキストの入手方法については、初回授業時に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書は必ず用意してください。授業の具体的な進め方やレベルの設定については，受講生の希望に柔軟に対応したいと考えて

います。授業への積極的な参加と提案を期待します。 
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注意事項（Notice） 
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■FR831 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語コミュニケーション１ 

(Advanced Korean Communication 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
郭 珍京(KWAG JINGYEONG) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

지금까지 공부한 내용을  정착시키고 새로운 표현을 학습해 읽기,쓰기,듣기,말하기의  종합적인 커뮤니케이션 

능력을 높이는 것을 수업의 목표로 합니다. 

 

The goal of the class is to raise the comprehensive communication skills of reading, writing, listening, and speaking by 

establishing the skills already studied and learning new phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

교과서 만이 아니라 기사,뉴스,드라마 등 여러 자료를 이용해 어휘를 늘리고, 새롭게 공부한  표현과 문형을 이용해 

문장을 쓰고 발표합니다. 

기본적으로 한국어로 수업이 진행돼, 한글 능력 검정 시험 3 급 정도의 지식이 필요합니다. 

 

Students will use not only textbooks, but also news articles, news reports, dramas, etc. to increase vocabulary, and will use 

these newly learned phrases and sentence patterns to construct and present sentences. 

Because the class will generally be conducted in Korean, students are required to know Korean at level 3 or higher on the Test 

of Proficiency in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 수업 안내, 새로운 표현 1, 언어 공부에 대해 듣기 

2. 언어 공부에 대해 말하기, 새로운 표현 2, 설명문 읽기 

3. 사투리, 신조어에 대해 쓴 것 발표하기,  

4. 테마에 관한 동영상 보기, 바람직한 대화법에 대해 토의하기 

5. 새로운 표현 1, 건강에 대한 상담듣기 

6. 질병을 유발하는 잘못된 습관 말하기 ,새로운 표현 2,  

7. 칼럼 읽고 이야기 하기, 쓰기 준비  

8. 쓴 것 발표하기,   외모와 행복의 관계에 대한 동영상 보기,  토론 준비 

9. 토론하기, 어휘 확장과 속담 

10. 새로운 표현 1, 문화재에 대한 해설 듣기 

11. 문화재에 대해 말하기 , 새로운 표현 2 

12. 설명문 읽고 이야기 하기, 홍보문 쓰기 자료 조사하기 

13.  발표하기, 역사적 인물에 대해 토의 하기  

14. 어휘 확장,속담, 스피치 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

수업 시간 외의 학습에 관해서는 필요에 따라 별도로 지시합니다. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題，発表(50%)/授業への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

수업 중에 자료를 배부 

 

参考文献（Readings） 
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한일,일한 사전을 지참할 것 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR832 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語コミュニケーション２ 

(Advanced Korean Communication 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
郭 珍京(KWAG JINGYEONG) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

지금까지 공부한 내용을  정착시키고 새로운 표현을 학습해  읽기,쓰기,듣기,말하기의  종합적인 커뮤니케이션 

능력을 높이는 것을 수업의 목표로 합니다. 

 

The goal of the class is to raise the comprehensive communication skills of reading, writing, listening, and speaking by 

establishing the skills already studied and learning new phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

교과서 만이 아니라 기사,뉴스,드라마 등 여러 자료를 이용해 어휘를 늘리고, 새롭게 공부한  표현과 문형을 이용해 

문장을 쓰고 발표합니다. 

기본적으로 한국어로 수업이 진행돼, 한글 능력 검정 시험 3 급 정도의 지식이 필요합니다. 

 

Students will use not only textbooks, but also news articles, news reports, dramas, etc. to increase vocabulary, and will use 

these newly learned phrases and sentence patterns to construct and present sentences. 

Because the class will generally be conducted in Korean, students are required to know Korean at level 3 or higher on the Test 

of Proficiency in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 복습,새로운 표현 1, 과학에 관한 뉴스 듣기 

2. 과학과 생활에 대한 말하기, 새로운 표현 2 

3. 잡지 기사 읽기, 쓰기에 대한 구상  

4.  신문 기사 쓰고 발표하기 

5.   동물 복제 허용에 대한 동영상 보기, 테마에 대하여 토론하기  

6.  어휘 확장, 속담, 새로운 표현 1 

7. 변화된 사회에 대한 대담 듣기, 말하기 

8.  새로운 표현 2, 칼럼 읽기 

9.  테마를 넣어서 동화 다시 써 보기,  

10.  도덕적 행동의 법제화에 대해 토론하기 

11. 어휘 확장,속담, 새로운 표현 1 

12. 문화에 대해 듣기,설문 조사 결과를 읽고 말하기 

13. 새로운 표현 2, 밥과 한국 문화에 관한 설명문 읽기 

14. 작문 발표, 토론하기  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

수업 시간 외의 학습에 관해서는 필요에 따라 별도로 지시합니다. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題，発表(50%)/授業への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

수업 중에 자료를 배부 함. 

 

参考文献（Readings） 



 - 1142 - 

한일,일한 사전을 지참할 것 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR833 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語ライティング１ 

(Advanced Korean Writing 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
崔 先鎬(CHOI SEONHO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎科目までの学習内容をもとに，基本的な能力を高めたい学生のために学習を行う予定です。 

普通形と丁寧形の相異，会話を文字で確認を通して語彙表現と語彙能力を高めて行きます。 

 

In this Korean language lecture about to the contents until a basic subject,  participants will perform Korean study to the raise 

basic ability. By difference between formal form and polite form, the confirmation through the letter of the conversation, it 

usually increases vocabulary and raises articulacy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎的なライティングを学ぶための文例集を参考に様々な実用文について学習しつつ，文例集などを使用して参加者自らが訳の

比較を行います。 

少ない語彙で表現できるレベルから，語彙そのものを高めるレベルまで，いろいろな学生を包容し，書き方の練習を行います。ハ

ングル能力検定３級程度の知識が必要です。 

 

In this Korean language lecture in to the study participants will use a collection of sentences for learning basic writings to 

compare their own translations with and will use the collection of sentences as a reference in learning various practical 

sentences. Modern Korean language Practice writing with a variety of students, including those from the level that can express 

a limited vocabulary to those who are at the level of being able to improve their vocabulary by themselves. Students are 

required to know Korean at level 3 or higher on the Test of Proficiency in Korean.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

2. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

3. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

4. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

5. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

6. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

7. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

8. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

9. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

10. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

11. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

12. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

13. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

14. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特に指示はありません。辞書は必要です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『韓国語ライティング文例集』、アルク 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

映像等を並行して紹介する予定です。その他, 必要な場合はコピーなどを配付いたします。なお、授業中に全ての電子機器の操
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作（写真撮影・録画・録音・モバイル・スマホ・パソコン操作等）は絶対に行わないようにお願いいたします。辞書が必要な場合は、

紙の辞書か電子辞書をご持参ください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR834 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語ライティング２ 

(Advanced Korean Writing 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
崔 先鎬(CHOI SEONHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎科目までの学習内容をもとに，基本的な能力を高めたい学生のために学習を行う予定です。 

普通形と丁寧形の相異，会話を文字で確認を通して語彙表現と語彙能力を高めて行きます。  

 

In this Korean language lecture about to the contents until a basic subject, participants will perform Korean study to the raise 

basic ability. By difference between formal form and polite form, the confirmation through the letter of the conversation, it 

usually increases vocabulary and raises articulacy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎的なライティングを学ぶための文例集を参考に様々な実用文について学習しつつ，文例集などを使用して参加者自らが訳の

比較を行います。 

少ない語彙で表現できるレベルから，語彙そのものを高めるレベルまで，いろいろな学生を包容し，書き方の練習を行います。ハ

ングル能力検定３級程度の知識が必要です。 

 

In this Korean language lecture in to the study participants will use a collection of sentences for learning basic writings to 

compare their own translations with and will use the collection of sentences as a reference in learning various practical 

sentences. Modern Korean language Practice writing with a variety of students, including those from the level that can express 

a limited vocabulary to those who are at the level of being able to improve their vocabulary by themselves. Students are 

required to know Korean at level 3 or higher on the Test of Proficiency in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

2. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

3. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

4. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

5. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

6. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

7. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

8. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

9. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

10. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

11. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

12. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

13. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

14. 映像・音楽などの聴き取りと文の翻訳を並行して行います。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特に指示はありません。辞書は必要です。 

復習をきちんとしましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『韓国語ライティング文例集』、アルク 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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映像等を並行して紹介する予定です。その他, 必要な場合はコピーなどを配付いたします。なお、授業中に全ての電子機器の操

作（写真撮影・録画・録音・モバイル・スマホ・パソコン操作等）は絶対に行わないようにお願いいたします。辞書が必要な場合は、

紙の辞書か電子辞書をご持参ください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR835 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語リスニング・リーディング１ 

(Advanced Korean Listening & Reading 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
高 成鳳(KOU SONBON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語の実用的なコミュニケーション能力の習得を目標とします。 

 

The course aims to acquire practical communication skills in Korean language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

朝鮮語の総合的な語学力養成，実用的なコミュニケーション能力の習得を目指します。 新聞雑誌記事やコラム等を教材に，ある

程度まとまった量の朝鮮語の文章内容を理解する過程を通じ語彙力と読解力を強化し，映像資料等も活用しながらリスニング能

力向上をはかり実用的な朝鮮語能力習得につなげます。授業ではハングル検定試験対策等も想定しています。授業の具体的な

進め方やレベルの設定については，受講生の希望に柔軟に対応したいと考えています。授業への積極的な参加と提案を期待し

ます。本授業履修にあたって、履修者はハングル検定３級程度の学習歴を持つことを目安とする。 

 

The course aims at acquisition of general linguistic skills and practical communication skills in Korean language. Use newspaper 

and magazine articles/columns to enhance vocabulary and reading skills through understanding certain volume of Korean text, 

and utilize video, etc. to improve listening comprehension to acquire practical skills in Korean language. Preparation for Hangul 

Language Proficiency Test is also being considered. Specific contents and level of the class will be adjusted flexibly in response 

to the students’ wishes. Students are expected to actively participate in class and make proposals. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 上級朝鮮語リスニング・リーディング１ 

2. 上級朝鮮語リスニング・リーディング２ 

3. 上級朝鮮語リスニング・リーディング３ 

4. 上級朝鮮語リスニング・リーディング４ 

5. 上級朝鮮語リスニング・リーディング５ 

6. 上級朝鮮語リスニング・リーディング６ 

7. 上級朝鮮語リスニング・リーディング７ 

8. 上級朝鮮語リスニング・リーディング８ 

9. 上級朝鮮語リスニング・リーディング９ 

10. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 10 

11. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 11 

12. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 12 

13. ミニプレゼンテーション 

14. 学習まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示します。継続的な復習が効果的です。教材選定や授業の進め方については，受講生の希望や関心に沿って

柔軟に対応したいと考えています。授業への積極的な参加と提案を期待します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加姿勢・貢献度(50%)/発表・課題等(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定せず。プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書は必ず用意してください。 
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注意事項（Notice） 
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■FR836 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語リスニング・リーディング２ 

(Advanced Korean Listening & Reading 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
斉藤 盛午(SAITO SEIGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語の読解力および聴解力の向上、語彙力の強化により実用的なコミュニケーション能力の習得を目指す。 

 

For students wishing to learn advanced Korean and with a background of intermediate or higher grammar and proficiency, the 

goal of the class is to learn communication skills using various types of advanced Korean and increase conversation skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ニュースを中心に、様々な文章講読を通して、語彙力の増強、読解力の向上をはかる。また、同様にテレビの映像、ラジオの音声

などをリスニング教材として活用し、実用的なリスニング能力を身につける。参加者の興味関心に応じて、ニュース以外にもエッセ

イ、小説など様々な文章を読む。本授業履修にあたって、履修者はハングル検定３級程度の学習歴を持つことを目安とする。 

 

Improve vocabulary and reading comprehension by reading a variety of sentences from newspaper articles and other reading 

materials. In addition, acquire practical listening skills by using TV and radio programs as teaching materials. According to the 

interest of the participants, there are also opportunity to use essays and novels as teaching materials. In order to take this 

course, it is recommended that students have learned up to the level of The Korean Language Proficiency Test Grade 3. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 1 

2. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 2 

3. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 3 

4. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 4 

5. 振返りまたは特別演習 

6. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 5 

7. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 6 

8. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 7 

9. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 8 

10. 振返りまたは特別演習 

11. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 9 

12. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 10 

13. 上級朝鮮語リスニング・リーディング 11 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加姿勢・貢献度(50%)/テスト、発表・課題等(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定せず。適宜プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR837 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語演習１ 

(Advanced Korean 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
金 良淑(KIM YANGSOOK) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

이 수업은 한국어 자료를 읽고 일어로 번역하는 기술 습득을 목표로 한다. 간단한 뉴스부터 시, 노래가사, 소설 등 

문학작품까지 읽고 직역한 다음 자연스러운 표현으로 의역하는 연습을 한다. 또한 한국적 표현의 배경이 되는 

문화와 사회에 대한  참고자료를 찾고 이해를 높인다. 이후 문맥을 해석하며 번역 실력을 향상시킨다.  

본 수업은 중급 이상의 조선어 수업을 이수하고 사전을 찾고 신문을 읽을 수 있을 정도의 실력이 필요하다. 

 

In this course, students will read and translate Korean materials on various topics such as Korean news, poets, and novels. 

Through debates, students will raise their understanding of contexts, improve their basic knowledge of Korean language, and 

increase their translation skills.  

 

授業の内容（Course Contents） 

담당자는 뉴스 등 자료를 읽고 그 내용의 번역과 해석의 발표문을 만들어서 발표한다. 주 자료는 미리 배포하여 

다른 수강생들도 같은 자료를 읽은 후 그 내용에 대해 논의한다. 단 본인이 관심이 있는 주제가 있으면 자료를 

찾아 발표할 수도 있다. 겨울 방학 중에 한국 소설을 한 권 읽고 수업에서 요약을 발표한다.기본적으로 한국어로 

수업이 진행돼, 한글 능력 검정 시험 3 급 정도의 지식이 필요합니다. 

 

Students will summarize and present content from newspaper articles, novels, etc. Presentations may be conducted in 

Japanese. Course materials will be distributed to the students to be read beforehand in order to debate topics in Korean. 

However, students can search for material and present on topics of their interest. Because the class will generally be 

conducted in Korean, students are required to know Korean at level 3 or higher on the Test of Proficiency in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 오리엔테이션(자기소개 및 수업 진행방식 설명) 

2. 한국어 뉴스 번역하기(1) 

3. 한국어 뉴스 번역하기(2) 

4. 한국어 뉴스 번역하기(3) 

5. 한국어 뉴스 번역하기(4) 

6. 시, 가사 번역하기(1) 

7. 시, 가사 번역하기(2) 

8. 시, 가사 번역하기(3) 

9. 시, 가사 번역하기(4) 

10. 소설 번역하기(1) 

11. 소설 번역하기(2) 

12. 소설 번역하기(3) 

13. 소설 번역하기(4) 

14. 겨울 방학 과제 발표 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

수강생들은 평소부터 한국 뉴스를 보면서 정보를 수집하도록 한다. 또는 일본어로 쓰인 한국 입문서 혹은 개설서를 

읽고 기본적인 지식을 배우도록 한다. 자신의 관심영역에 대한 적절한 발표주제를 골라, 사전준비 및 발표를 한다. 

다른 참가자들은 이와 관련된 각자의 생각이나 화제를 소개한다.   
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題発表(60%)/授業への参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定せず。プリントを配付。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書（電子辞書可）を用意すること。   

 

注意事項（Notice） 
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■FR838 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語演習２ 

(Advanced Korean 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
金 良淑(KIM YANGSOOK) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

이 수업은 한국어 자료를 읽고 일어로 번역하는 기술 습득을 목표로 한다. 간단한 뉴스부터 시, 노래가사, 소설 등 

문학작품까지 읽고 직역한 다음 자연스러운 표현으로 의역하는 연습을 한다. 또한 한국적 표현의 배경이 되는 

문화와 사회에 대한  참고자료를 찾고 이해를 높인다. 이후 문맥을 해석하며 번역 실력을 향상시킨다.  

본 수업은 중급 이상의 조선어 수업을 이수하고 사전을 찾고 신문을 읽을 수 있을 정도의 실력이 필요하다. 

 

In this class, students will read and translate on Korean materials on various topics such as Korean news, poets, and novels. 

And through debates, students will raise their understanding of the context, the basis of the Korean language, and increase their 

translation skills.  

 

授業の内容（Course Contents） 

담당자는 뉴스 등 자료를 읽고 그 내용의 번역과 해석의 발표문을 만들어서 발표한다. 주 자료는 미리 배포하여 

다른 수강생들도 같은 자료를 읽은 후 그 내용에 대해 논의한다. 단 본인이 관심이 있는 주제가 있으면 자료를 

찾아 발표할 수도 있다. 겨울 방학 중에 한국 소설을 한 권 읽고 수업에서 요약을 발표한다.기본적으로 한국어로 

수업이 진행돼, 한글 능력 검정 시험 3 급 정도의 지식이 필요합니다. 

 

Students will summarize and present content they have read in newspaper articles, novels etc. Presentations may be conducted 

in Japanese. Main materials will be distributed to the classmates to be read beforehand in order to debate on the topic in 

Korean. However, students can search for material and present on topics of their interest. Because the class will generally be 

conducted in Korean, students are required to know Korean at level 3 or higher on the Test of Proficiency in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 오리엔테이션(자기소개 및 수업 진행방식 설명) 

2. 한국어 뉴스 번역하기(1) 

3. 한국어 뉴스 번역하기(2) 

4. 한국어 뉴스 번역하기(3) 

5. 한국어 뉴스 번역하기(4) 

6. 시, 가사 번역하기(1) 

7. 시, 가사 번역하기(2) 

8. 시, 가사 번역하기(3) 

9. 시, 가사 번역하기(4) 

10. 소설 번역하기(1) 

11. 소설 번역하기(2) 

12. 소설 번역하기(3) 

13. 소설 번역하기(4) 

14. 겨울 방학 과제 발표 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

수강생들은 평소부터 한국 뉴스를 보면서 정보를 수집하도록 한다. 또는 일본어로 쓰인 한국 입문서 혹은 개설서를 

읽고 기본적인 지식을 배우도록 한다. 자신의 관심영역에 대한 적절한 발표주제를 골라, 사전준비 및 발표를 한다. 

다른 참가자들은 이와 관련된 각자의 생각이나 화제를 소개한다.   
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題発表(60%)/授業への参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定せず。プリントを配付。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書（電子辞書可）を用意すること。   

 

注意事項（Notice） 
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■FR841 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎朝鮮語入門 

(Beginner's Korean) 

担当者名 

（Instructor） 
呉 吉煥(OO KIRUHAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語の文字にまず習熟し，発音を正しく身につけた上で，あいさつや初歩的な表現を使いこなせるようにする。 

 

Become familiar with Korean characters first and after learning the correct pronunciation, learn to utilize greetings and basic 

expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

朝鮮語の文字を読み取り正確な発音ができるための学習をする。次に，基本的なあいさつや自己紹介の表現を学ぶ。つづいて，

もっとも基本的な構文をていねいな語尾で作れるようにする。否定や疑問の形を学んだあと，数の数え方，敬語まで学習する。 

 

Learn to read Korean characters and be able to pronounce them correctly. Next, learn basic expressions for greetings and self-

introductions. Following that, learn to be able to make the most basic syntax with polite endings. After learning the forms of 

negatives and questions, learn how to count numbers and honorifics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入と文字の基礎 基本母音 

2. 母音と基本子音／激音と濃音 

3. 合成母音，パッチム 

4. 発音の復習，日本語をハングルで書く 

5. 第１課 ～は～です／～ですか？ ㅂ니다語尾 

6. 第２課 ～は～です／ですか？／ではありません 요語尾 

7. 第３課 ～がいます／あります ～がいません／ありません 요語尾 

8. 第４課 ～します／しますか？ ㅂ니다語尾 

9. 第５課 漢数字 ～しません ㅂ니다語尾 

10. 第６課 固有数詞 ～しに 

11. 第７課 敬語 ～という 

12. 第８課 ～れば／たら ～したい ～しましょう 

13. 春学期全体の復習 

14. まとめと期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして基本的な文型と単語を覚えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 201９年、『いっしょにコリアン』、白帝社 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

■FR843 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎朝鮮語初級                     新座(Niiza) 

(Elementary Korean) 

担当者名 

（Instructor） 
呉 吉煥(OO KIRUHAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な文法事項を，この「基礎２」で学び終えることをめざす（ハングル能力検定４級相当）。これらの知識を基礎にして，聞き取

る力も養う。 

 

The aim is to finish learning basic grammar items in “Basic 2” (equivalent to Grade 4 of The Korean Language Proficiency Test). 

Based on this knowledge, also develop the listening skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期で学んだ二つのていねい形のうち、ㅂ니다よりも日常的に使われる요の語尾を幅広く使えるようにする。さらに，不規則活

用（変則用言）について，よく使われるものを中心に学ぶ。そして、連体形を学習しつつ動詞・形容詞の語彙を増やす。 

 

Of the two polite forms learned in the spring semester, learn to predominantly use 요 as it is more commonly used at the 

endings of sentences than ㅂ니다. Furthermore, learn about irregular conjugations (irregular declinable words) while focusing on 

commonly used ones. Then, increase the vocabulary of verbs and adjectives while learning attributive forms. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 9 課 ～できない ～してください 子音語幹の요語尾の形 

2. 第 10 課 ～しなければならない ㄹ거예요の文末表現 母音語幹요語尾の形 

3. 第 11 課 過去形 接尾辞고 接尾辞서 

4. 第 12 課 ～してみる 接尾辞니까 接尾辞ㄹ까요? 

5. 第 13 課 ㅂ不規則用言 接尾辞겠다 接尾辞도 

6. 第 14 課 ㄷ不規則用言 ～することができる／できない ～する前に 

7. 用言の活用を中心としたここまでの復習 

8. 第 15 課 으不規則用言 ～してもいい ～しないでください 

9. 第 16 課 르不規則用言 ～している ～だが 

10. 第 17 課 ㅎ不規則用言 ～のために／せいで 同意を求める文末表現 

11. 第 18 課 動詞の現在連体形 形容詞の現在連体形 ㄹ게요の文末表現 

12. 第 19 課 動詞の過去連体形 ～した後 네요の文末表現 

13. 秋学期全体の復習 

14. まとめと期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして基本的な文型と単語を覚えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 201９年、『いっしょにコリアン』、白帝社 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR859 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語中級１ 

(Intermediate Korean 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

李 和貞(LEE HWAJEONG) 

裵 承周(PE SEUNGJU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎 1・基礎 2 の学習内容を一部復習しつつ，朝鮮語の実践的会話能力を身につける。短いフレーズでも積極的にコミュニケー

ションができる力を養う。 

 

Acquire practical conversation skills in Korean while reviewing some of the content learned in Basic 1 and Basic 2. Develop the 

ability to communicate positively even with short phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎で学んだ基礎文法をふまえ，語彙を増やしつつ，それを会話に生かして使えるよう週 2 回の授業を通じてトレーニングを行

う。復習を繰り返しつつ次第に進んでいくように組み立てられている。特に生活上の単語を増やし日常会話に自信をつける。ハン

グル能力検定試験の４級から３級にかけての受験も意識しつつ授業を進める。一部の授業を朝鮮語で行う。 

 

Conversation training will be given based on the grammar learned in the Basics, while increasing the vocabulary, through classes 

held twice a week. The course is designed to review repeatedly so as to progress gradually. Increase words used especially in 

daily life and build confidence in everyday conversations. The class will proceed while keeping in mind The Korean Language 

Proficiency Test Grade 4 to 3. Some classes will be conducted in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第５課 順接の接尾辞／動詞の現在連体形／野菜の名前 

2. 第６課 動詞の過去・未来連体形／親族の呼称 

3. 第７課 「～している」の表現／ㅎ変則活用／着衣動詞 

4. 第８課 「～してみる」の表現／「～して」の表現／色の名前 

5. 第９課 「～したことがある」の表現／「～しか＋否定形」の表現／反対語の形容詞 

6. 第１０課 あいまいな接続語尾 

7. 第１１課 「～くらい」の語尾 

8. 第１２課 文末の詠嘆表現／花の名前 

9. 第１３課 文末の詠嘆表現／「～でも」の表現／天気に関する単語 

10. 第１４課 同意を求める文末表現／推量の詠嘆表現 

11. 第１５課 「～する／した時」の表現／一人称意志、三人称推量の表現／味に関する単語 

12. 第１６課 「～として」の助詞／「~している間」の表現／携帯電話に関する単語 

13. 第１７課 「～してあげる／してくれる」の表現／あいまいな接続語尾 

14. 春学期の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習をしっかりして語彙や表現を増やしていくように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/テスト，提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カナタ韓国語学院、2013、『カナタ KOREAN 初級２』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-05678-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR860 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語中級１ 

(Intermediate Korean 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

李 和貞(LEE HWAJEONG) 

裵 承周(PE SEUNGJU) 

【4 月 7 日担当者変更】変更前 

佐々木 正徳(SASAKI MASANORI) 

裵 承周(PE SEUNGJU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎 1・基礎 2 の学習内容を一部復習しつつ，朝鮮語の実践的会話能力を身につける。短いフレーズでも積極的にコミュニケー

ションができる力を養う。 

 

Acquire practical conversation skills in Korean while reviewing some of the content learned in Basic 1 and Basic 2. Develop the 

ability to communicate positively even with short phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎で学んだ基礎文法をふまえ，語彙を増やしつつ，それを会話に生かして使えるよう週 2 回の授業を通じてトレーニングを行

う。復習を繰り返しつつ次第に進んでいくように組み立てられている。特に生活上の単語を増やし日常会話に自信をつける。ハン

グル能力検定試験の４級から３級にかけての受験も意識しつつ授業を進める。一部の授業を朝鮮語で行う。 

 

Conversation training will be given based on the grammar learned in the Basics, while increasing the vocabulary, through classes 

held twice a week. The course is designed to review repeatedly so as to progress gradually. Increase words used especially in 

daily life and build confidence in everyday conversations. The class will proceed while keeping in mind The Korean Language 

Proficiency Test Grade 4 to 3. Some classes will be conducted in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第５課 順接の接尾辞／動詞の現在連体形／野菜の名前 

2. 第６課 動詞の過去・未来連体形／親族の呼称 

3. 第７課 「～している」の表現／ㅎ変則活用／着衣動詞 

4. 第８課 「～してみる」の表現／「～して」の表現／色の名前 

5. 第９課 「～したことがある」の表現／「～しか＋否定形」の表現／反対語の形容詞 

6. 第１０課 あいまいな接続語尾 

7. 第１１課 「～くらい」の語尾 

8. 第１２課 文末の詠嘆表現／花の名前 

9. 第１３課 文末の詠嘆表現／「～でも」の表現／天気に関する単語 

10. 第１４課 同意を求める文末表現／推量の詠嘆表現 

11. 第１５課 「～する／した時」の表現／一人称意志、三人称推量の表現／味に関する単語 

12. 第１６課 「～として」の助詞／「~している間」の表現／携帯電話に関する単語 

13. 第１７課 「～してあげる／してくれる」の表現／あいまいな接続語尾 

14. 春学期の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習をしっかりして語彙や表現を増やしていくように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/テスト，提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カナタ韓国語学院、2013、『カナタ KOREAN 初級２』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-05678-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR861 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語中級１ 

(Intermediate Korean 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

石坂 浩一(ISHIZAKA KOICHI) 

李 和貞(LEE HWAJEONG) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎 1・基礎 2 の学習内容を一部復習しつつ，朝鮮語の実践的会話能力を身につける。短いフレーズでも積極的にコミュニケー

ションができる力を養う。 

 

Acquire practical conversation skills in Korean while reviewing some of the content learned in Basic 1 and Basic 2. Develop the 

ability to communicate positively even with short phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎で学んだ基礎文法をふまえ，語彙を増やしつつ，それを会話に生かして使えるよう週 2 回の授業を通じてトレーニングを行

う。復習を繰り返しつつ次第に進んでいくように組み立てられている。特に生活上の単語を増やし日常会話に自信をつける。ハン

グル能力検定試験の４級から３級にかけての受験も意識しつつ授業を進める。一部の授業を朝鮮語で行う。 

 

Conversation training will be given based on the grammar learned in the Basics, while increasing the vocabulary, through classes 

held twice a week. The course is designed to review repeatedly so as to progress gradually. Increase words used especially in 

daily life and build confidence in everyday conversations. The class will proceed while keeping in mind The Korean Language 

Proficiency Test Grade 4 to 3. Some classes will be conducted in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第５課 順接の接尾辞／動詞の現在連体形／野菜の名前 

2. 第６課 動詞の過去・未来連体形／親族の呼称 

3. 第７課 「～している」の表現／ㅎ変則活用／着衣動詞 

4. 第８課 「～してみる」の表現／「～して」の表現／色の名前 

5. 第９課 「～したことがある」の表現／「～しか＋否定形」の表現／反対語の形容詞 

6. 第１０課 あいまいな接続語尾 

7. 第１１課 「～くらい」の語尾 

8. 第１２課 文末の詠嘆表現／花の名前 

9. 第１３課 文末の詠嘆表現／「～でも」の表現／天気に関する単語 

10. 第１４課 同意を求める文末表現／推量の詠嘆表現 

11. 第１５課 「～する／した時」の表現／一人称意志、三人称推量の表現／味に関する単語 

12. 第１６課 「～として」の助詞／「~している間」の表現／携帯電話に関する単語 

13. 第１７課 「～してあげる／してくれる」の表現／あいまいな接続語尾 

14. 春学期の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習をしっかりして語彙や表現を増やしていくように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/テスト，提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カナタ韓国語学院、2013、『カナタ KOREAN 初級２』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-05678-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR862 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語中級１ 

(Intermediate Korean 1 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

李 勇九(LEE) 

李 和貞(LEE HWAJEONG) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎 1・基礎 2 の学習内容を一部復習しつつ，朝鮮語の実践的会話能力を身につける。短いフレーズでも積極的にコミュニケー

ションができる力を養う。 

 

Acquire practical conversation skills in Korean while reviewing some of the content learned in Basic 1 and Basic 2. Develop the 

ability to communicate positively even with short phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎で学んだ基礎文法をふまえ，語彙を増やしつつ，それを会話に生かして使えるよう週 2 回の授業を通じてトレーニングを行

う。復習を繰り返しつつ次第に進んでいくように組み立てられている。特に生活上の単語を増やし日常会話に自信をつける。ハン

グル能力検定試験の４級から３級にかけての受験も意識しつつ授業を進める。一部の授業を朝鮮語で行う。 

 

Conversation training will be given based on the grammar learned in the Basics, while increasing the vocabulary, through classes 

held twice a week. The course is designed to review repeatedly so as to progress gradually. Increase words used especially in 

daily life and build confidence in everyday conversations. The class will proceed while keeping in mind The Korean Language 

Proficiency Test Grade 4 to 3. Some classes will be conducted in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第５課 順接の接尾辞／動詞の現在連体形／野菜の名前 

2. 第６課 動詞の過去・未来連体形／親族の呼称 

3. 第７課 「～している」の表現／ㅎ変則活用／着衣動詞 

4. 第８課 「～してみる」の表現／「～して」の表現／色の名前 

5. 第９課 「～したことがある」の表現／「～しか＋否定形」の表現／反対語の形容詞 

6. 第１０課 あいまいな接続語尾 

7. 第１１課 「～くらい」の語尾 

8. 第１２課 文末の詠嘆表現／花の名前 

9. 第１３課 文末の詠嘆表現／「～でも」の表現／天気に関する単語 

10. 第１４課 同意を求める文末表現／推量の詠嘆表現 

11. 第１５課 「～する／した時」の表現／一人称意志、三人称推量の表現／味に関する単語 

12. 第１６課 「～として」の助詞／「~している間」の表現／携帯電話に関する単語 

13. 第１７課 「～してあげる／してくれる」の表現／あいまいな接続語尾 

14. 春学期の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習をしっかりして語彙や表現を増やしていくように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/テスト，提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カナタ韓国語学院、2013、『カナタ KOREAN 初級２』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-05678-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 



 - 1164 - 
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■FR863 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語中級２ 

(Intermediate Korean 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

李 和貞(LEE HWAJEONG) 

裵 承周(PE SEUNGJU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

それまでの学習内容の上に立って，朝鮮語の実践的会話能力を身につける。短いフレーズでも積極的にコミュニケーションがで

きる力を養う。 

 

Acquire practical conversation skills in the Korean language to build on the content learned up to that point. Develop the ability 

to communicate positively even with short phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

語彙を増やしつつ，それを会話に生かして使えるよう週 2 回の授業を通じてトレーニングを行う。発表などを通じ，特に生活上の

単語を増やし会話的表現に習熟して日常会話に自信をつける。ハングル能力検定試験の４級から３級にかけての受験も意識し

つつ授業を進める｡一部の授業を朝鮮語で行う。 

 

While increasing vocabulary, training will be given to use it in conversation through classes held twice a week. By delivering 

presentations etc., increase words especially used in daily life and become experienced with conversational expressions to build 

confidence in daily conversation. The class will proceed while keeping in mind The Korean Language Proficiency Test Grade 4 to 

3. Some classes will be conducted in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１８課  「～しなければならない」の表現／両替について 

2. 第１９課 「～だから」の表現／「～も」の表現／外来語 

3. 第２０課 「～のようだ」の表現／「～のようになる」の表現 

4. 第２１課 「～しましょうか」の表現／「～したら」の表現／服の名前 

5. 第２２課 形容詞の副詞形／「～するだろう」の表現 

6. 第２３課 不規則活用／「～したようです」の表現／ 

7. 第２４課 形容詞の動詞化／「～するから」の表現／発音の規則 

8. 第２５課 動詞現在連体形／あいさつ 

9. 第２６課 「～する方法をしっている／知らない」の表現／「～してもいい」／「～してはいけない」の表現 

10. 第２７課 「～しても」の表現／「～だったらいいのに」の表現 

11. 第２８課 「～してから○○」の表現／「～していく／してくる」の表現 

12. 第２９課 「～何番目」の表現／理由を表す文末語尾／「～後に」の表現／電気製品の名前 

13. 第３０課 「～で」の接続語尾／不完全名詞 

14. 秋学期の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習をしっかりして語彙や表現を増やしていくように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/テスト，提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カナタ韓国語学院、2013、『カナタ KOREAN 初級２』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-05678-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR864 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語中級２ 

(Intermediate Korean 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

李 和貞(LEE HWAJEONG) 

裵 承周(PE SEUNGJU) 

【4 月 7 日担当者変更】変更前 

佐々木 正徳(SASAKI MASANORI) 

裵 承周(PE SEUNGJU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

それまでの学習内容の上に立って，朝鮮語の実践的会話能力を身につける。短いフレーズでも積極的にコミュニケーションがで

きる力を養う。 

 

Acquire practical conversation skills in the Korean language to build on the content learned up to that point. Develop the ability 

to communicate positively even with short phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

語彙を増やしつつ，それを会話に生かして使えるよう週 2 回の授業を通じてトレーニングを行う。発表などを通じ，特に生活上の

単語を増やし会話的表現に習熟して日常会話に自信をつける。ハングル能力検定試験の４級から３級にかけての受験も意識し

つつ授業を進める｡一部の授業を朝鮮語で行う。 

 

While increasing vocabulary, training will be given to use it in conversation through classes held twice a week. By delivering 

presentations etc., increase words especially used in daily life and become experienced with conversational expressions to build 

confidence in daily conversation. The class will proceed while keeping in mind The Korean Language Proficiency Test Grade 4 to 

3. Some classes will be conducted in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１８課  「～しなければならない」の表現／両替について 

2. 第１９課 「～だから」の表現／「～も」の表現／外来語 

3. 第２０課 「～のようだ」の表現／「～のようになる」の表現 

4. 第２１課 「～しましょうか」の表現／「～したら」の表現／服の名前 

5. 第２２課 形容詞の副詞形／「～するだろう」の表現 

6. 第２３課 不規則活用／「～したようです」の表現／ 

7. 第２４課 形容詞の動詞化／「～するから」の表現／発音の規則 

8. 第２５課 動詞現在連体形／あいさつ 

9. 第２６課 「～する方法をしっている／知らない」の表現／「～してもいい」／「～してはいけない」の表現 

10. 第２７課 「～しても」の表現／「～だったらいいのに」の表現 

11. 第２８課 「～してから○○」の表現／「～していく／してくる」の表現 

12. 第２９課 「～何番目」の表現／理由を表す文末語尾／「～後に」の表現／電気製品の名前 

13. 第３０課 「～で」の接続語尾／不完全名詞 

14. 秋学期の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習をしっかりして語彙や表現を増やしていくように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/テスト，提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カナタ韓国語学院、2013、『カナタ KOREAN 初級２』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-05678-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR865 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語中級２ 

(Intermediate Korean 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

石坂 浩一(ISHIZAKA KOICHI) 

李 和貞(LEE HWAJEONG) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

それまでの学習内容の上に立って，朝鮮語の実践的会話能力を身につける。短いフレーズでも積極的にコミュニケーションがで

きる力を養う。 

 

Acquire practical conversation skills in the Korean language to build on the content learned up to that point. Develop the ability 

to communicate positively even with short phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

語彙を増やしつつ，それを会話に生かして使えるよう週 2 回の授業を通じてトレーニングを行う。発表などを通じ，特に生活上の

単語を増やし会話的表現に習熟して日常会話に自信をつける。ハングル能力検定試験の４級から３級にかけての受験も意識し

つつ授業を進める｡一部の授業を朝鮮語で行う。 

 

While increasing vocabulary, training will be given to use it in conversation through classes held twice a week. By delivering 

presentations etc., increase words especially used in daily life and become experienced with conversational expressions to build 

confidence in daily conversation. The class will proceed while keeping in mind The Korean Language Proficiency Test Grade 4 to 

3. Some classes will be conducted in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１８課  「～しなければならない」の表現／両替について 

2. 第１９課 「～だから」の表現／「～も」の表現／外来語 

3. 第２０課 「～のようだ」の表現／「～のようになる」の表現 

4. 第２１課 「～しましょうか」の表現／「～したら」の表現／服の名前 

5. 第２２課 形容詞の副詞形／「～するだろう」の表現 

6. 第２３課 不規則活用／「～したようです」の表現／ 

7. 第２４課 形容詞の動詞化／「～するから」の表現／発音の規則 

8. 第２５課 動詞現在連体形／あいさつ 

9. 第２６課 「～する方法をしっている／知らない」の表現／「～してもいい」／「～してはいけない」の表現 

10. 第２７課 「～しても」の表現／「～だったらいいのに」の表現 

11. 第２８課 「～してから○○」の表現／「～していく／してくる」の表現 

12. 第２９課 「～何番目」の表現／理由を表す文末語尾／「～後に」の表現／電気製品の名前 

13. 第３０課 「～で」の接続語尾／不完全名詞 

14. 秋学期の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習をしっかりして語彙や表現を増やしていくように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/テスト，提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カナタ韓国語学院、2013、『カナタ KOREAN 初級２』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-05678-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR866 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語中級２ 

(Intermediate Korean 2 (Semiweekly)) 

担当者名 

（Instructor） 

李 勇九(LEE) 

李 和貞(LEE HWAJEONG) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

それまでの学習内容の上に立って，朝鮮語の実践的会話能力を身につける。短いフレーズでも積極的にコミュニケーションがで

きる力を養う。 

 

Acquire practical conversation skills in the Korean language to build on the content learned up to that point. Develop the ability 

to communicate positively even with short phrases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

語彙を増やしつつ，それを会話に生かして使えるよう週 2 回の授業を通じてトレーニングを行う。発表などを通じ，特に生活上の

単語を増やし会話的表現に習熟して日常会話に自信をつける。ハングル能力検定試験の４級から３級にかけての受験も意識し

つつ授業を進める｡一部の授業を朝鮮語で行う。 

 

While increasing vocabulary, training will be given to use it in conversation through classes held twice a week. By delivering 

presentations etc., increase words especially used in daily life and become experienced with conversational expressions to build 

confidence in daily conversation. The class will proceed while keeping in mind The Korean Language Proficiency Test Grade 4 to 

3. Some classes will be conducted in Korean. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１８課  「～しなければならない」の表現／両替について 

2. 第１９課 「～だから」の表現／「～も」の表現／外来語 

3. 第２０課 「～のようだ」の表現／「～のようになる」の表現 

4. 第２１課 「～しましょうか」の表現／「～したら」の表現／服の名前 

5. 第２２課 形容詞の副詞形／「～するだろう」の表現 

6. 第２３課 不規則活用／「～したようです」の表現／ 

7. 第２４課 形容詞の動詞化／「～するから」の表現／発音の規則 

8. 第２５課 動詞現在連体形／あいさつ 

9. 第２６課 「～する方法をしっている／知らない」の表現／「～してもいい」／「～してはいけない」の表現 

10. 第２７課 「～しても」の表現／「～だったらいいのに」の表現 

11. 第２８課 「～してから○○」の表現／「～していく／してくる」の表現 

12. 第２９課 「～何番目」の表現／理由を表す文末語尾／「～後に」の表現／電気製品の名前 

13. 第３０課 「～で」の接続語尾／不完全名詞 

14. 秋学期の復習と期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習をしっかりして語彙や表現を増やしていくように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/テスト，提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カナタ韓国語学院、2013、『カナタ KOREAN 初級２』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-05678-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR867 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語スタンダード１ 

(Intermediate Korean 1 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
高 成鳳(KOU SONBON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語基礎１・基礎２で学習した内容を継承発展させ，朝鮮語の実用的な語学力の養成を目標とします。  

 

The goal is to develop practical Korean language skills by successfully applying the content learned in Basic Korean 1 and Basic 

Korean 2.  

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は朝鮮語基礎１・基礎２で学習した内容を随時確認しながら進めます。またハングル検定試験対策も視野に，基本的文法事

項を押さえながら語彙力増強とリスニング能力の向上をはかり，朝鮮語の実用的なコミュニケーション能力の習得を目指します。  

 

Classes will be conducted by checking the content learned in Basic Korean 1 and Basic Korean 2 as required. In addition, in 

view of preparing for The Korean Language Proficiency Test, the aim is to improve vocabulary and listening skills while adhering 

to basic grammatical items, and to acquire practical communication skills in Korean.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 病院（その１） 

2. 第１課 病院（その２） 

3. 第１課 病院（その３） 

4. ハングル検定試験対策を兼ねた総合学習 

5. 第２課 紛失物（その１） 

6. 第２課 紛失物（その２）  

7. 第２課 紛失物（その３）  

8. 第３課 交換と払い戻し（その１） 

9. 第３課 交換と払い戻し（その２） 

10. 第３課 交換と払い戻し（その３） 

11. 第４課 天気と季節（その１） 

12. 第４課 天気と季節（その２） 

13. 第４課 天気と季節（その３） 

14. 春学期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業に集中し，必要に応じてきちんとノートをとってください。継続的な復習が効果的です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/授業への参加姿勢・貢献度(50%)/発表・課題等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 한국어교육열린연구회、2014、『열린 한국어』초급 3、도서출판 하우 (ISBN:978-89-7699-862-0) 

テキストの購入方法については初回授業時に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書は必ず用意してください。授業の具体的な進め方やレベルの設定については，受講生の希望に柔軟に対応したいと考えて

います。授業への積極的な参加と提案を期待します。ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR868 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語スタンダード２ 

(Intermediate Korean 2 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 正徳(SASAKI MASANORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．学習した文法事項を用いて、会話・作文することができる 

２．韓国語で読んだ内容、聞いた内容を説明できる 

３．ハングル検定３級、韓国語能力試験３級程度の能力を身につける 

 

At the end of the course, participants are expected to (1) speak and write using correct grammar, (2) explain read and listened 

to content in Korean, and (3) reach the level of The Korean Language Proficiency Test level 3 and TOPIK level 3. 

 

授業の内容（Course Contents） 

韓国で出版されたテキストを用いて、日常生活で使用する表現を習得する。 

読解、作文、会話、聴解の継続的な練習を通して、全技能をバランスよく向上させる。 

必要に応じて、検定対策も行う。 

 

Participants in this course learn the Korean expressions used in daily life using a textbook published in Korea. Participants also 

improve all skills in a balanced manner through continuous training of reading, writing, speaking, and listening. If necessary, 

students can take The Korean Language Proficiency Test and TOPIK classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：レベルチェック、自己紹介 

2. 第８課 外見（１） 

3. 第８課 外見（２） 

4. 第９課 特別な日（１） 

5. 第９課 特別な日（２） 

6. ハングル検定およびＴＯＰＩＫについて その１ 

7. ハングル検定およびＴＯＰＩＫについて その２ 

中間試験 

8. 中間試験の振り返り 

発表会 その１ 

9. 第１０課 公共の場所（１） 

10. 第１０課 公共の場所（２） 

11. 第１１課 招待（１） 

12. 第１１課 招待（２） 

13. 発表会 その２ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

小テストの準備、習った表現や新出単語を用いたワークなどを課す。詳しくは授業内で説明する。 

語学は継続的な学習が重要であるため、毎日何らかの学習をすることが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/中間テスト(15%)/小テスト(15%)/発表(20%)/課題提出(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 梨花女子大学校言語教育院、2010、『梨花韓国語２－２』、EPRESS 

初回授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 季刊、『韓国語学習ジャーナル hana』、HANA 

・紙の辞書、もしくは電子辞書 

・履修状況を鑑みて適宜追加する 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR869 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語スタンダード３ 

(Intermediate Korean 3 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
高 成鳳(KOU SONBON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語基礎１・基礎２で学習した内容を継承発展させ，朝鮮語の実用的な語学力を養成することを目標とします。  

 

The goal is to develop practical Korean language skills by successfully applying the content learned in Basic Korean 1 and Basic 

Korean 2.  

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は朝鮮語基礎１・基礎２で学習した内容を随時確認しながら進めます。またハングル検定試験対策も視野に，基本的文法事

項を押さえながら語彙力増強とリスニング能力の向上をはかり，朝鮮語の実用的なコミュニケーション能力の習得を目指します。  

 

Classes will be conducted by checking the content learned in Basic Korean 1 and Basic Korean 2 as required. In addition, in 

view of preparing for The Korean Language Proficiency Test, the aim is to improve vocabulary and listening skills while adhering 

to basic grammatical items, and to acquire practical communication skills in Korean.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第５課 予約（その１） 

2. 第５課 予約（その２） 

3. 第５課 予約（その３） 

4. ハングル検定試験対策を兼ねた総合学習 

5. 第６課 銀行（その１） 

6. 第６課 銀行（その２）  

7. 第６課 銀行（その３）  

8. 第７課 アルバイト（その１） 

9. 第７課 アルバイト（その２） 

10. 第７課 アルバイト（その３） 

11. 第８課 住まい探し（その１） 

12. 第８課 住まい探し（その２） 

13. 第８課 住まい探し（その３） 

14. 秋学期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業に集中し，必要に応じてきちんとノートをとってください。継続的な復習が効果的です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/授業への参加姿勢・貢献度(50%)/発表・課題等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 한국어교육열린연구회、2014、『열린 한국어』초급 3、도서출판 하우 (ISBN:978-89-7699-862-0) 

テキストの入手方法については、初回授業時に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書は必ず用意してください。授業の具体的な進め方やレベルの設定については，受講生の希望に柔軟に対応したいと考えて

います。授業への積極的な参加と提案を期待します。ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR870 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語スタンダード４ 

(Intermediate Korean 4 (Weekly)) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 正徳(SASAKI MASANORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．学習した文法事項を用いて、会話・作文することができる 

２．韓国語で読んだ内容、聞いた内容を説明できる 

３．ハングル検定３級、韓国語能力試験３級程度の能力を身につける 

 

At the end of the course, participants are expected to (1) speak and write using correct grammar, (2) explain read and listened 

to content in Korean, and (3) reach the level of The Korean Language Proficiency Test level 3 and TOPIK level 4. 

 

授業の内容（Course Contents） 

韓国で出版されたテキストを用いて、日常生活で使用する表現を習得する。 

読解、作文、会話、聴解の継続的な練習を通して、全技能をバランスよく向上させる。 

必要に応じて、検定対策も行う。 

 

Participants in this course learn the Korean expressions used in daily life using a textbook published in Korea. Participants also 

improve all skills in a balanced manner through continuous training of reading, writing, speaking, and listening. If necessary, 

students can take The Korean Language Proficiency Test and TOPIK classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：前学期の復習、レベルチェック、自己紹介スピーチ 

2. 第１２課 交通と生活（１） 

3. 第１２課 交通と生活（２） 

4. 第１３課 隣近所と家（１） 

5. 第１３課 隣近所と家（２） 

6. ハングル検定およびＴＯＰＩＫについて その１ 

7. ハングル検定およびＴＯＰＩＫについて その２ 

中間試験 

8. 中間試験の振り返り 

発表会 その１ 

9. 第１４課 予約と注文（１） 

10. 第１４課 予約と注文（２） 

11. 第１５課 安否と便り（１） 

12. 第１５課 安否と便り（２） 

13. 発表会 その２ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

小テストの準備、習った表現や新出単語を用いたワークなどを課す。詳しくは授業内で説明する。 

語学は継続的な学習が重要であるため、毎日何らかの学習をすることが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/中間テスト(15%)/小テスト(15%)/発表(20%)/課題提出(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 梨花女子大学校言語教育院、2010、『梨花韓国語２－２』、EPRESS 

初回授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 季刊、『韓国語学習ジャーナル hana』、HANA 

・紙の辞書、もしくは電子辞書 

・履修状況を鑑みて適宜追加する 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハングル検定 4 級程度の実力があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR879 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎朝鮮語入門 

(Beginner's Korean) 

担当者名 

（Instructor） 
岡村 佳奈(OKAMURA KANA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語の文字にまず習熟し，発音を正しく身につけた上で，あいさつや初歩的な表現を使いこなせるようにする。 

 

Become familiar with Korean characters first and after learning the correct pronunciation, learn to utilize greetings and basic 

expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

朝鮮語の文字を読み取り正確な発音ができるための学習をする。次に，基本的なあいさつや自己紹介の表現を学ぶ。つづいて，

もっとも基本的な構文をていねいな語尾で作れるようにする。否定や疑問の形を学んだあと，数の数え方，敬語まで学習する。 

 

Learn to read Korean characters and be able to pronounce them correctly. Next, learn basic expressions for greetings and self-

introductions. Following that, learn to be able to make the most basic syntax with polite endings. After learning the forms of 

negatives and questions, learn how to count numbers and honorifics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入と文字の基礎 基本母音 

2. 母音と基本子音／激音と濃音 

3. 合成母音，パッチム 

4. 発音の復習，日本語をハングルで書く 

5. 第１課 ～は～です／～ですか？ ㅂ니다語尾 

6. 第２課 ～は～です／ですか？／ではありません 요語尾 

7. 第３課 ～がいます／あります ～がいません／ありません 요語尾 

8. 第４課 ～します／しますか？ ㅂ니다語尾 

9. 第５課 漢数字 ～しません ㅂ니다語尾 

10. 第６課 固有数詞 ～しに 

11. 第７課 敬語 ～という 

12. 第８課 ～れば／たら ～したい ～しましょう 

13. 春学期全体の復習 

14. まとめと期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして基本的な文型と単語を覚えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 201９年、『いっしょにコリアン』、白帝社 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

■FR880 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎朝鮮語入門 

(Beginner's Korean) 

担当者名 

（Instructor） 
孟 信和(MAENG SHINHWA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語の文字にまず習熟し，発音を正しく身につけた上で，あいさつや初歩的な表現を使いこなせるようにする。 

 

Become familiar with Korean characters first and after learning the correct pronunciation, learn to utilize greetings and basic 

expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

朝鮮語の文字を読み取り正確な発音ができるための学習をする。次に，基本的なあいさつや自己紹介の表現を学ぶ。つづいて，

もっとも基本的な構文をていねいな語尾で作れるようにする。否定や疑問の形を学んだあと，数の数え方，過去形まで学習する。 

 

Learn to read Korean characters and be able to pronounce them correctly. Next, learn basic expressions for greetings and self-

introductions. Following that, learn to be able to make the most basic syntax with polite endings. After learning the forms of 

negatives and questions, learn how to count numbers and the past tense. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入と文字の基礎／10 個の基本母音 

2. 子音 鼻音・流音、平音・激音・濃音 

3. 複合母音，パッチム、日本語をハングルで書く 

4. 発音の復習，「～は○○です／ではありません」の表現、 요語尾 

5. 疑問詞、漢数詞と固有数詞 

6. もうひとつの丁寧な語尾 ㅂ니다形、用言と語尾のつなげ方 

7. 3 段の活用（3 つの語基）、第Ⅲ語基 

8. 否定形、中間テスト 

9. 第Ⅰ語基、第Ⅱ語基、不可能の表現 못 

10. 過去形の表現 

11. 過去形の練習、尊敬形 

12. 尊敬形と尊敬語 

13. 尊敬形の過去 

14. 全体のまとめ、期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして最低限、本文の内容を覚えること。同時に、音読を侮らずしっかり声を出して繰り返し読んでみること。小

テストなどに備えてパターンを身に着けるとともに、語彙を増やしていくことも大切である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. チョ・ヒチョル、2011、『本気で学ぶ韓国語』、ペレ出版 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。電子辞書は旅行会話用のソフトでは対応できないので、ソフトの内容をよく確認すること。紙の辞書も語彙が少な

いものは学習上、不便が生じることがある。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR881 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎朝鮮語入門 

(Beginner's Korean) 

担当者名 

（Instructor） 
金 良淑(KIM YANGSOOK) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語の文字にまず習熟し，発音を正しく身につけた上で，あいさつや初歩的な表現を使いこなせるようにする。 

 

Become familiar with Korean characters first and after learning the correct pronunciation, learn to utilize greetings and basic 

expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

朝鮮語の文字を読み取り正確な発音ができるための学習をする。次に，基本的なあいさつや自己紹介の表現を学ぶ。つづいて，

もっとも基本的な構文をていねいな語尾で作れるようにする。否定や疑問の形を学んだあと，数の数え方，敬語まで学習する。 

 

Learn to read Korean characters and be able to pronounce them correctly. Next, learn basic expressions for greetings and self-

introductions. Following that, learn to be able to make the most basic syntax with polite endings. After learning the forms of 

negatives and questions, learn how to count numbers and honorifics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入と文字の基礎 基本母音 

2. 母音と基本子音／激音と濃音 

3. 合成母音，パッチム 

4. 発音の復習，日本語をハングルで書く 

5. 第１課 ～は～です／～ですか？ ㅂ니다語尾 

6. 第２課 ～は～です／ですか？／ではありません 요語尾 

7. 第３課 ～がいます／あります ～がいません／ありません 요語尾 

8. 第４課 ～します／しますか？ ㅂ니다語尾 

9. 第５課 漢数字 ～しません ㅂ니다語尾 

10. 第６課 固有数詞 ～しに 

11. 第７課 敬語 ～という 

12. 第８課 ～れば／たら ～したい ～しましょう 

13. 春学期全体の復習 

14. まとめと期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして基本的な文型と単語を覚えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 201９年、『いっしょにコリアン』、白帝社 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

■FR884 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎朝鮮語入門 

(Beginner's Korean) 

担当者名 

（Instructor） 
古橋 綾(FURUHASHI AYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語の文字にまず習熟し，発音を正しく身につけた上で，あいさつや初歩的な表現を使いこなせるようにする。 

 

Become familiar with Korean characters first and after learning the correct pronunciation, learn to utilize greetings and basic 

expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

朝鮮語の文字を読み取り正確な発音ができるための学習をする。次に，基本的なあいさつや自己紹介の表現を学ぶ。つづいて，

もっとも基本的な構文をていねいな語尾で作れるようにする。否定や疑問の形を学んだあと，数の数え方，過去形まで学習する。 

 

Learn to read Korean characters and be able to pronounce them correctly. Next, learn basic expressions for greetings and self-

introductions. Following that, learn to be able to make the most basic syntax with polite endings. After learning the forms of 

negatives and questions, learn how to count numbers and the past tense. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入と文字の基礎／10 個の基本母音 

2. 子音 鼻音・流音、平音・激音・濃音 

3. 複合母音，パッチム、日本語をハングルで書く 

4. 発音の復習，「～は○○です／ではありません」の表現、 요語尾 

5. 疑問詞、漢数詞と固有数詞 

6. もうひとつの丁寧な語尾 ㅂ니다形、用言と語尾のつなげ方 

7. 3 段の活用（3 つの語基）、第Ⅲ語基 

8. 否定形、中間テスト 

9. 第Ⅰ語基、第Ⅱ語基、不可能の表現 못 

10. 過去形の表現 

11. 過去形の練習、尊敬形 

12. 尊敬形と尊敬語 

13. 尊敬形の過去 

14. 全体のまとめ、期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして最低限、本文の内容を覚えること。同時に、音読を侮らずしっかり声を出して繰り返し読んでみること。小

テストなどに備えてパターンを身に着けるとともに、語彙を増やしていくことも大切である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. チョ・ヒチョル、2011、『本気で学ぶ韓国語』、ペレ出版 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。電子辞書は旅行会話用のソフトでは対応できないので、ソフトの内容をよく確認すること。紙の辞書も語彙が少な

いものは学習上、不便が生じることがある。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR885 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎朝鮮語初級 

(Elementary Korean) 

担当者名 

（Instructor） 
岡村 佳奈(OKAMURA KANA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な文法事項を，この「基礎２」で学び終えることをめざす（ハングル能力検定４級相当）。これらの知識を基礎にして，聞き取

る力も養う。 

 

The aim is to finish learning basic grammar items in “Basic 2” (equivalent to Grade 4 of The Korean Language Proficiency Test). 

Based on this knowledge, also develop the listening skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期で学んだ二つのていねい形のうち、ㅂ니다よりも日常的に使われる요の語尾を幅広く使えるようにする。さらに，不規則活

用（変則用言）について，よく使われるものを中心に学ぶ。そして、連体形を学習しつつ動詞・形容詞の語彙を増やす。 

 

Of the two polite forms learned in the spring semester, learn to predominantly use 요 as it is more commonly used at the 

endings of sentences than ㅂ니다. Furthermore, learn about irregular conjugations (irregular declinable words) while focusing on 

commonly used ones. Then, increase the vocabulary of verbs and adjectives while learning attributive forms. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 9 課 ～できない ～してください 子音語幹の요語尾の形 

2. 第 10 課 ～しなければならない ㄹ거예요の文末表現 母音語幹요語尾の形 

3. 第 11 課 過去形 接尾辞고 接尾辞서 

4. 第 12 課 ～してみる 接尾辞니까 接尾辞ㄹ까요? 

5. 第 13 課 ㅂ不規則用言 接尾辞겠다 接尾辞도 

6. 第 14 課 ㄷ不規則用言 ～することができる／できない ～する前に 

7. 用言の活用を中心としたここまでの復習 

8. 第 15 課 으不規則用言 ～してもいい ～しないでください 

9. 第 16 課 르不規則用言 ～している ～だが 

10. 第 17 課 ㅎ不規則用言 ～のために／せいで 同意を求める文末表現 

11. 第 18 課 動詞の現在連体形 形容詞の現在連体形 ㄹ게요の文末表現 

12. 第 19 課 動詞の過去連体形 ～した後 네요の文末表現 

13. 秋学期全体の復習 

14. まとめと期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして基本的な文型と単語を覚えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 201９年、『いっしょにコリアン』、白帝社 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR886 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎朝鮮語初級 

(Elementary Korean) 

担当者名 

（Instructor） 
孟 信和(MAENG SHINHWA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な文法事項を，この「基礎２」で学び終えることをめざす（ハングル能力検定４級相当）。これらの知識を基礎にして，聞き取

る力も養う。 

 

The aim is to finish learning basic grammar items in “Basic 2” (equivalent to Grade 4 of The Korean Language Proficiency Test). 

Based on this knowledge, also develop the listening skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

用言の連体形を学び、状況に合わせて使えるようにする。また 3段の活用を使いこなし、様々な表現を身に着ける。さらに、変則

用言を学んで日常的によく登場する変則用言の使い方に習熟する。 

 

Learn Adnominal form of the declinable word so that you can use it according to the situation. Next, master the use of Three 

kinds of conjugation  and learn various expressions. In addition, learn Irregular verb and become proficient in the usage of 

Irregular verb that frequently appear on a daily basis.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期の復習、第Ⅰ語基＋고 있다 

2. 形容詞の連体形、第Ⅲ語基 있다 

3. 第Ⅲ語基に動詞が続く形、第Ⅰ語基＋고 싶다 

4. 理由を表わす表現（接続、語尾）の니까, 서, 거든요 

5. 用言の現在連体形 

6. 用言の過去連体形 

7. 用言の連体形のまとめ、可能・不可能 

8. 意志・推量の表現 第Ⅰ語基＋겠다、中間テスト 

9. ㅂ変則用言、ㄷ変則用言 

10. 르語幹末の３つの変則用言、ㅅ変則用言 

11. ㅎ変則用言,으変則用言 

12. 義務の表現、第Ⅰ語基＋기 전에 

13. 알다, 모르다に関わる表現 

14. 全体のまとめと期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして最低限本文の内容を覚えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. チョ・ヒチョル、2011 年、『本気で学ぶ韓国語』、ペレ出版 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。ただし、辞書のソフトの内容を確認すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR887 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎朝鮮語初級 

(Elementary Korean) 

担当者名 

（Instructor） 
金 良淑(KIM YANGSOOK) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な文法事項を，この「基礎２」で学び終えることをめざす（ハングル能力検定４級相当）。これらの知識を基礎にして，聞き取

る力も養う。 

 

The aim is to finish learning basic grammar items in “Basic 2” (equivalent to Grade 4 of The Korean Language Proficiency Test). 

Based on this knowledge, also develop the listening skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期で学んだ二つのていねい形のうち、ㅂ니다よりも日常的に使われる요の語尾を幅広く使えるようにする。さらに，不規則活

用（変則用言）について，よく使われるものを中心に学ぶ。そして、連体形を学習しつつ動詞・形容詞の語彙を増やす。 

 

Of the two polite forms learned in the spring semester, learn to predominantly use 요 as it is more commonly used at the 

endings of sentences than ㅂ니다. Furthermore, learn about irregular conjugations (irregular declinable words) while focusing on 

commonly used ones. Then, increase the vocabulary of verbs and adjectives while learning attributive forms. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 9 課 ～できない ～してください 子音語幹の요語尾の形 

2. 第 10 課 ～しなければならない ㄹ거예요の文末表現 母音語幹요語尾の形 

3. 第 11 課 過去形 接尾辞고 接尾辞서 

4. 第 12 課 ～してみる 接尾辞니까 接尾辞ㄹ까요? 

5. 第 13 課 ㅂ不規則用言 接尾辞겠다 接尾辞도 

6. 第 14 課 ㄷ不規則用言 ～することができる／できない ～する前に 

7. 用言の活用を中心としたここまでの復習 

8. 第 15 課 으不規則用言 ～してもいい ～しないでください 

9. 第 16 課 르不規則用言 ～している ～だが 

10. 第 17 課 ㅎ不規則用言 ～のために／せいで 同意を求める文末表現 

11. 第 18 課 動詞の現在連体形 形容詞の現在連体形 ㄹ게요の文末表現 

12. 第 19 課 動詞の過去連体形 ～した後 네요の文末表現 

13. 秋学期全体の復習 

14. まとめと期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして基本的な文型と単語を覚えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 201９年、『いっしょにコリアン』、白帝社 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR890 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

基礎朝鮮語初級 

(Elementary Korean) 

担当者名 

（Instructor） 
古橋 綾(FURUHASHI AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な文法事項を，この「基礎２」で学び終えることをめざす（ハングル能力検定４級相当）。これらの知識を基礎にして，聞き取

る力も養う。 

 

The aim is to finish learning basic grammar items in “Basic 2” (equivalent to Grade 4 of The Korean Language Proficiency Test). 

Based on this knowledge, also develop the listening skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

用言の連体形を学び、状況に合わせて使えるようにする。また 3段の活用を使いこなし、様々な表現を身に着ける。さらに、変則

用言を学んで日常的によく登場する変則用言の使い方に習熟する。 

 

Learn Adnominal form of the declinable word so that you can use it according to the situation. Next, master the use of Three 

kinds of conjugation  and learn various expressions. In addition, learn Irregular verb and become proficient in the usage of 

Irregular verb that frequently appear on a daily basis.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期の復習、第Ⅰ語基＋고 있다 

2. 形容詞の連体形、第Ⅲ語基 있다 

3. 第Ⅲ語基に動詞が続く形、第Ⅰ語基＋고 싶다 

4. 理由を表わす表現（接続、語尾）の니까, 서, 거든요 

5. 用言の現在連体形 

6. 用言の過去連体形 

7. 用言の連体形のまとめ、可能・不可能 

8. 意志・推量の表現 第Ⅰ語基＋겠다、中間テスト 

9. ㅂ変則用言、ㄷ変則用言 

10. 르語幹末の３つの変則用言、ㅅ変則用言 

11. ㅎ変則用言,으変則用言 

12. 義務の表現、第Ⅰ語基＋기 전에 

13. 알다, 모르다に関わる表現 

14. 全体のまとめと期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回しっかり復習をして最低限本文の内容を覚えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テスト・課題・提出物などの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. チョ・ヒチョル、2011 年、『本気で学ぶ韓国語』、ペレ出版 

 

参考文献（Readings） 

1. 油谷幸利ほか、2018 年、『韓国語辞典』、小学館 

電子辞書も可。ただし、辞書のソフトの内容を確認すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR891 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語コミュニケーション１ 

(Advanced Korean Communication 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
李 和貞(LEE HWAJEONG) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

상급한국어를 배우려는 학생들을 대상으로, 중급이상의 기본적인 문법과 활용 능력을 전제로 다양한 형태의 고급 

한국어를 구사하는 커뮤니케이션의 습득과 회화능력 향상을 수업 목표로 합니다. 

 

For students wishing to learn advanced Korean and with a background of intermediate or higher grammar and proficiency, the 

goal of the class is to learn communication skills using various types of advanced Korean and increase conversation skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

수업에서는 사전에 제시한 다양한 학습자료(신문기사,잡지,영상,인터넷자료 등)를 통해, 수강생들은 자신의 구체적인 

생각이나 의견을 정리해 수업에서 발표하게 되며, 각 테마별로 참가자 전원에 의한 적극적인 토론형식으로 자신의 

생각과 의견을 교환해 가는  <말하기> 중심의 수업으로 진행될 예정입니다. 구체적인 수업 내용 및 진행방식에 

대해서는  첫수업에 참가한 학생들의 레벨 등에 의해 수정 및  변경 될 수 있습니다.  

 

With a variety of study materials offered beforehand (newspaper articles, magazines, visuals, internet sources, etc.), students 

will organize their detailed thoughts and opinions and present them. Classes will be based on <speaking> through debates on 

various themes that will require active participation in the class in which students will exchange personal thoughts and opinions. 

Details on the themes and procedure of the class may change depending on the difference in level, etc., of the students in the 

first class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 참가자소개 및 수업소개 (수업의 내용 및 진행방식에 대한 설명) 

2. 제 1 테마  나와 학교생활  (취미, 관심사, 동아리, 장점 등) 

3. 제 2 테마  나와 한국어  (이수동기,관심사 등 )  

4. 상급 문법 표현 / 응용 1 

5. 제 3 테마  한국에 관련된 나의 관심사 (1) 

6. 제 3 테마  한국에 관련된 나의 관심사 (2) 

7. 제 4 테마  한국의 젊은이들의 문화 (전체토론) 

8. 제 5 테마  한국의  전래동화  

9. 제 6 테마  한국의 시  

10. 상급 문법 표현 / 응용 2 

11. 제 7 테마  트러블 문제 상황의 표현 연습   

12. 제 7 테마  한국인과 한국사회  

13. 제 8 테마  한국과 일본 (한일비교) 

14. 특별수업 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

본강의는 한글 검정 3 급 취득자(한국어 능력시험 등 그에 상당하는 레벨로 인정되는 경우포함)를 전제로 진행될 

예정입니다. 수업에서는 학생주도의 적극적이며 자유로운 회화연습을 위해 말하기에 중점을 두고 자신의 생각과 

의견을 말할 수  있도록 다양한 기회를 제공합니다. 그를 위해 수강생들은 상급문법 및 다양한 표현에 대해서 

학습함과 동시에  수업에서 제시되는 관련 테마를 중심으로 자신의 관심사를  정해 발표 준비를 하며 공통화제에 

대한 자신의 기본적인 생각을 정리하여 발표해야 합니다.  
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(20%)/発表（全 5 回）(25%)/発言・討論参加度(10%)/中間課題(10%)/提出物(10%)/最終レポート(Final Report)(10%)/最終テス

ト(Final Test)(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

교과서 및 토론 자료에 대해서는 첫수업에서 소개 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR892 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語コミュニケーション２ 

(Advanced Korean Communication 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
李 和貞(LEE HWAJEONG) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

상급한국어를 배우려는 학생들을 대상으로, 다양한 한국어 문법과 활용 능력을 전제로하여, 자연스럽게 자신의 

생각과 의견을 표현해가며, 구체적인 상황을 구사해가는  한국어 커뮤니케이션의 능력향상을 목표로 합니다. 

 

For students wishing to learn advanced Korean and with a background of intermediate or higher grammar and proficiency, the 

goal of the class is to learn communication skills using various types of advanced Korean and increase conversation skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

매수업에서는 정해진 주제와 관련된 다양한 학습자료(신문기사,잡지,영상,인터넷자료 등)를 제시하고, 수강생들은 

그와 관련해 자신의 구체적인 생각이나 의견을 정리해 쓰거나 발표를 하게 되며 매수업은 전참가자에 의한 다양한 

토론형식으로 진행됩니다. 구체적인 수업의 테마 및 진행방식에 대해서는  첫수업에 참가한 학생들의 현황에 의해 

수정 및  반영될 수 있습니다. 본 수업은 적극적인 토론형식의 수업으로써, 조선어를 사용한 상급레벨의 듣기, 

말하기, 쓰기의 통합적인 접근을 시도하며 그와 동시에 생동감있는 문화 및 사회이해의 접근을 위한 다양한 경험을 

유도합니다. 

 

In each class, students will be provided selected topics and various relevant materials (newspaper articles, magazines, visuals, 

internet sources, etc.), and will organize and present their detailed thoughts and opinions on such topics. And each class will be 

conducted in a variety of debates. Details on the themes and procedure of the class may change depending on the difference in 

level, etc., of the students in the first class. As a debate-style class that requires active participation, the goal of the class is to 

comprehensively approach the debate with an advanced level of listening, speaking, and writing, and at the same time, foster a 

variety of experiences in order for a better understanding of Korean culture and society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 참가자소개 및 수업소개 (수업의 내용 및 진행방식에 대한 설명) 

2. 제 1 테마  내가 좋아하는 장소, 상급 회화  문법 및 표현 (1) 

3. 제 2 테마  나의 꿀팁,  상급 회화  문법 및 표현 (2) 

4. 제 3 테마  내가 20 대에 하고 싶은 일 (영상소개 및 토론) 

5. 제 4 테마  한국식 인사 문화 (자료 읽고 토론, 표현 소개) 

6. 제 5 테마  한국의 스킨쉽 문화  (자료 읽고 토론, 표현 소개) 

7. 중간 발표 (각자 테마를 정해서 발표) 

8. 제 6 테마  한국 영화 소개 (영상 소개, 감상 토론) 

9. 제 7 테마  뉴스 표현배우기, 일기예보, 2 분 뉴스 아나운서    

10. 제 8 테마  한국의 대학입시, 교육사정(1) 

11. 제 8 테마   한국의 대학입시, 교육사정(2) 

12.  제 9 테마  한국어로 공부하는 직업교육 (자기개발,자기분석) 

13. 제 10 테마  한국어로 공부하는 심리학 (메타 인지) 

14. 기말 발표 (PPT 를 만들어 발표하기) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

본강의는 한글 검정 3 급 취득자(한국어 능력시험 등 그에 상당하는 레벨로 인정되는 경우포함)를 전제로 진행될 

예정입니다. 학생주도의 자유로운 회화연습을 위해 본 수업에서는 조선어를 사용한 수강생들의 적극적이고 

자발적인 참가를 필요로 합니다. 그를 위해, 수강생들은 수업에서 제시하는 관련 테마 범위내에서 자신의 
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관심영역에 대한 적절한 발표주제를 정해, 사전준비 및 발표를 하게 되며, 다른 참가자들은 이와 관련된  각자의 

생각이나 화제를 소개해야 합니다. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(15%)/毎回の発言(10%)/ミニ課題発表(25%)/提出物(15%)/中間課題(15%)/最終レポート(Final Report)(5%)/最終テスト(Final 

Test)(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

지정교과서는 따로 없습니다. (참고서에 대해서는 첫수업에서 소개) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR893 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語ライティング１ 

(Advanced Korean Writing 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
高 成鳳(KOU SONBON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語の実用的なコミュニケーション能力の習得を目標とします。 

 

The goal is to acquire practical communication skills in Korean. 

 

授業の内容（Course Contents） 

朝鮮語のライティングに必要な文法・語彙・表現について学習し、自分の考えや事実を朝鮮語の文章で伝える練習を通して、朝

鮮語の実用的なコミュニケーション能力の向上を目指します。ハングル検定３級程度の学習歴を目安に授業を進めます。 授業

の具体的な進め方やテーマの選定、レベルの設定等については，受講生の希望に柔軟に対応したいと考えています。授業への

積極的な参加と提案を期待します。 

 

The aim is to improve practical communication skills in the Korean language by studying grammar, vocabulary, and expressions 

necessary for writing in Korean, through the practice of conveying facts and one’s own thoughts in Korean sentences. This 

class will proceed based on having learned up to the level of The Korean Language Proficiency Test Grade 3. Specific ways of 

proceeding in class, selection of themes, setting of levels, etc. will be decided flexibly according to the participants' request. 

Positive participation and suggestions are expected in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 上級朝鮮語ライティング１ 

2. 上級朝鮮語ライティング２ 

3. 上級朝鮮語ライティング３ 

4. 上級朝鮮語ライティング４ 

5. 上級朝鮮語ライティング５ 

6. 上級朝鮮語ライティング６ 

7. 上級朝鮮語ライティング７ 

8. 上級朝鮮語ライティング８ 

9. 上級朝鮮語ライティング９ 

10. 上級朝鮮語ライティング 10 

11. 上級朝鮮語ライティング 11 

12. 上級朝鮮語ライティング 12 

13. ミニプレゼンテーション 

14. 学習まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示します。継続的な復習が効果的です。授業への積極的な参加と提案を期待します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加姿勢・貢献度(50%)/発表・課題等(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定せず。必要に応じてプリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書は必ず用意してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR894 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語ライティング２ 

(Advanced Korean Writing 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
高 成鳳(KOU SONBON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語の実用的なコミュニケーション能力の習得を目標とします。 

 

The goal is to acquire practical communication skills in Korean. 

 

授業の内容（Course Contents） 

朝鮮語のライティングに必要な文法・語彙・表現について学習し、自分の考えや事実を朝鮮語の文章で伝える練習を通して、朝

鮮語の実用的なコミュニケーション能力の向上を目指します。ハングル検定３級程度の学習歴を目安に授業を進めます。 授業

の具体的な進め方やテーマの選定、レベルの設定等については，受講生の希望に柔軟に対応したいと考えています。授業への

積極的な参加と提案を期待します。 

 

The aim is to improve practical communication skills in the Korean language by studying grammar, vocabulary, and expressions 

necessary for writing in Korean, through the practice of conveying facts and one’s own thoughts in Korean sentences. This 

class will proceed based on having learned up to the level of The Korean Language Proficiency Test Grade 3. Specific ways of 

proceeding in class, selection of themes, setting of levels, etc. will be decided flexibly according to the participants' request. 

Positive participation and suggestions are expected in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 上級朝鮮語ライティング１ 

2. 上級朝鮮語ライティング２ 

3. 上級朝鮮語ライティング３ 

4. 上級朝鮮語ライティング４ 

5. 上級朝鮮語ライティング５ 

6. 上級朝鮮語ライティング６ 

7. 上級朝鮮語ライティング７ 

8. 上級朝鮮語ライティング８ 

9. 上級朝鮮語ライティング９ 

10. 上級朝鮮語ライティング 10 

11. 上級朝鮮語ライティング 11 

12. 上級朝鮮語ライティング 12 

13. ミニプレゼンテーション 

14. 学習まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜指示します。継続的な復習が効果的です。授業への積極的な参加と提案を期待します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加姿勢・貢献度(50%)/発表・課題等(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定せず。必要に応じてプリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書は必ず用意してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FR895 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語リスニング・リーディング１ 

(Advanced Korean Listening & Reading 1(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
古橋 綾(FURUHASHI AYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な語彙と表現を習得し、聞き取り能力を高め、会話能力の向上を目指す。 

 

This course aims to help students acquire various vocabulary and expressions, improve their listening skills, and improve their 

conversation skills.  

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業はリスニング教材の問題を解き、翻訳や音読、会話練習を演習形式で行う。また、テーマに対する自分の意見を韓国語

で述べる練習も行う。余裕がある人は基本教材の他にニュースやインタビューなどまとまった量を聞き取って大まかな内容を把握

することにもチャレンジする。中級修了者またはハングル検定３級程度の学習歴をもつことを前提とする。 

 

In this exercise course, students will deal with listening materials, translating tasks, reading aloud, and speaking. Students also 

practice giving their opinion on the subject in Korean. In addition to the basic materials, students will set goals based on their 

skill level (for example, listen to Korean university classes, understand news, read dissertations in areas of your interest, etc.), 

practice listening to audio recordings, and reading dissertations to understand and summarize their content. This class is open 

to students who have earned a grade 3 or higher on The Korean Language Proficiency Test. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. リスニング教材第 1 課「旅行と観光」 

2. リスニング教材第 2 課「家族」 

3. リスニング教材第 3 課「韓国の文化」 

4. リスニング教材第 4 課「生活の中のインターネット」 

5. リスニング教材第 5 課「趣味と余暇」 

6. プレゼンテーション＆ディスカッション 

7. 中間テスト（1－5 課）、中間レポート提出 

8. リスニング教材第 6 課「健康と疾病治療」 

9. リスニング教材第 7 課「ショッピング」 

10. リスニング教材第 8 課「対人関係」 

11. リスニング教材第 9 課「職場生活」 

12. リスニング教材第 10 課「日常生活」 

13. プレゼンテーション＆ディスカッション 

14. 期末テスト（6－10 課）、期末レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・初回に配付するリスニング教材のプリントを事前学習してくること 

・授業後の復習で新出語彙や表現を確実に自分のものにすること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/小テスト(20%)/中間テスト(20%)/期末テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

韓国で出版されたリスニング教材やインターネットニュース等を適宜使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 韓恵景、2014、『会話から学ぶ韓国語の文末表現』、HANA (ISBN:4295403148) 

2. チョ・ジェヒ他、2010、『聞く！解く！分かる！リスニング韓国語中級』、アルク (ISBN:4757419082) 

3. 今井久美雄、2014、『暮らしの韓国語単語 10,000』、語研 (ISBN:4876152942) 

4. KBS韓国語研究会、2013、『改訂版 KBSの韓国語 標準発音と朗読』、HANA (ISBN:4844375407) 

5. hana 編集部、2014～、『韓国語学習ジャーナル hana』、HANA 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR896 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語リスニング・リーディング２ 

(Advanced Korean Listening & Reading 2(Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
古橋 綾(FURUHASHI AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な語彙と表現を習得し、聞き取り能力を高め、会話能力の向上を目指す。朝鮮語で行われる講義やテレビのニュースなどを

視聴し、大意を把握できるようになる。 

 

This course aims to help students acquire various vocabulary and expressions, improve their listening skills, and improve their 

conversation skills.  

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業はリスニング教材の問題を解き、翻訳や音読、会話練習を演習形式で行う。また、テーマに対する自分の意見を韓国語

で述べる練習も行う。基本教材の他に自分のレベルに合わせて目標を設定し（例えば、韓国の大学の授業を聞く、ニュースを理

解する、関心分野の論文を読むなど）、聞き取ったり読み取ったりした内容を把握し要約する練習を行う。ハングル検定３級程度

またはそれ以上の学習歴をもつことを前提とする。 

 

In this exercise course, students will deal with listening materials, translating tasks, reading aloud, and speaking. Students also 

practice giving their opinion on the subject in Korean. In addition to the basic materials, students will set goals based on their 

skill level (for example, listen to Korean university classes, understand news, read dissertations in areas of your interest, etc.), 

practice listening to audio recordings, and reading dissertations to understand and summarize their content. This class is open 

to students who have earned a grade 3 or higher on The Korean Language Proficiency Test. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. リスニング教材第 11 課「環境」 

2. リスニング教材第 12 課「天気と季節」 

3. リスニング教材第 13 課「食べ物」 

4. リスニング教材第 14 課「交通と生活」 

5. リスニング教材第 15 課「家」 

6. 各自の課題に取り組む（ニュース・大学講義視聴 or論文購読） 

7. 中間テスト（11－15 課）、中間レポート提出 

8. スニング教材第 16 課「外見」 

9. リスニング教材第 17 課「韓国の風習」 

10. リスニング教材第 18 課「文化生活」 

11. リスニング教材第 19 課「未来設計」 

12. リスニング教材第 20 課「面白い韓国語」 

13. 成果発表プレゼンテーション 

14. 期末テスト（16－20 課）、期末レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・初回に配付するリスニング教材のプリントを事前学習してくること 

・授業後の復習で新出語彙や表現を確実に自分のものにすること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/小テスト(20%)/中間テスト(20%)/期末テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

韓国で出版されたリスニング教材やネット上の音声素材などを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

春学期の参考文献を参照してください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FR897 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語演習１ 

(Advanced Korean 1 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
イ，ヒャンジン(LEE,HYANGJIN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

중급 이상의 조선어 수업을 이수했거나 비슷한 수준을 가진 학생들이 고급 수준의 보고서를 작성하고 프레젠테이션 

능력을 향상시킨다. 

 

For students who completed intermediate level or higher Korean or students with similar levels of proficiency, the goal of the 

class is to increase report writing and presentation skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

주제:  릿교대학 조선인 유학생 윤동주 연구: 문학과 영상으로 읽는 한국과 일본사회, 그리고 한일역사  

과제: 시 낭송과 해석, 감상문 쓰기, 윤동주의 삶을 다룬 기사와 평전, 영화 및 다큐, 뮤지컬 등의 감상, 보고서를 

작성하여 발표 또는 영상 제작 

수업: 영상물 소개와 프리젠테이션 후 토론. 문형과 단어 활용연습. 발음와 억양, 듣기, 읽기 연습, 작문.  

수업수준이 높으므로 주의할 것. 

 

Topic: Research on Korean Rikkyo University Student, Yoon Dong-joo: Korean and Japanese society and Korea-Japan history 

through literature and visuals 

 

Assignment: Recite, interpret, and write a review of Yoon's poetry; read or view an article, biography, movie/documentary, 

musical, etc., of Yoon's life, write a report, and present or make a video 

 

Class: Debates after introducing the videos and presentations. Practice with sentence patterns and use of words. Practice with 

correct pronunciation, intonation, listening, and reading, and composition. 

 

Please note that the class is advanced. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 수업 내용 소개, 발표 주제 정하기 

2.  프리젠테이션과 토론  

3.  프리젠테이션과 토론  

4.  프리젠테이션과 토론  

5.  프리젠테이션과 토론  

6.  프리젠테이션과 토론  

7. 프리젠테이션과 토론  

8.  프리젠테이션과 토론  

9.  프리젠테이션과 토론  

10.  프리젠테이션과 토론  

11. 프리젠테이션과 토론  

12.  프리젠테이션과 토론  

13. 기말 보고 (발표 또는 영상물) 

14.  기말 보고 (발표 또는 영상물 ) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

매주 보고와 영상물 작성을 위한 현지 답사나 문헌 조사연구, 관련자료를 읽고 정리한  보고서 제출수업은 

조선어로 내용을 설명하고 진행함. 

한글 검정 3 급이상의 학습능력을 이수 기준으로 함. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題・提出物(30%)/プレゼンテーション(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FR898 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

上級朝鮮語演習２ 

(Advanced Korean 2 (Upper Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
イ，ヒャンジン(LEE,HYANGJIN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNK3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

중급 이상의 조선어 수업을 이수했거나 비슷한 수준을 가진 학생들이 고급 수준의 보고서를 작성하고 프레젠테이션 

능력을 향상시킨다. 

 

For students who completed intermediate level or higher Korean or students with similar levels of proficiency, the goal of the 

class is to increase report writing and presentation skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

주제:한류로 읽는 한국과 북한, 재일, 일본사회론 

과제: 드라마와 영화, 소설, K-POP, 한식, 패션 등 대표적인 작품과 아티스트,  산업현황과 팬덤에 대한 보고서 

작성하여 발표 또는 영상 제작 

수업: 관련 영상물 소개와 프리젠테이션 후 토론. 문형과 단어 활용연습. 발음와 억양, 듣기, 읽기 연습, 작문.  

수업수준이 높으므로 주의할 것. 

 

Topic: Hallyu and Essays on North and South Korea, the Zainichi, and Japanese Society 

 

Assignment: Write a report and present or make a video on a drama, movie, novel, K-POP, Korean dish, fashion, etc., and its 

artist, industry, and fandom 

 

Class: Debates after introducing the videos and presentations. Practice with sentence patterns and use of words. Practice with 

correct pronunciation, intonation, listening, and reading, and composition. 

 

Please note that the class is advanced. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 수업 내용 소개, 발표 주제 정하기 

2. 한류드라마와 소설: 프리젠테이션과 토론  

3. 한류드라마와 소설: 프리젠테이션과 토론  

4. 한류드라마와 소설: 프리젠테이션과 토론  

5. 한류 드라마 팬덤: 프리젠테이션과 토론  

6. 영화와 K-POP:: 프리젠테이션과 토론  

7. 영화와 K-POP: 프리젠테이션과 토론  

8. 영화와 K-POP:프리젠테이션과 토론  

9. 영화와 K-POP: 프리젠테이션과 토론  

10. K-POP 팬덤: 프리젠테이션과 토론  

11.  음식과 패션: 프리젠테이션과 토론  

12. 음식과 패션: 현장 연구  

13. 기말 보고 (발표 또는 영상물) 

14.  기말 보고 (발표 또는 영상물) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

매주 보고와 영상물 작성을 위한 현지 답사나 문헌 조사연구, 관련자료를 읽고 정리한  보고서 제출수업은 

조선어로 내용을 설명하고 진행함. 

한글 검정 3 급이상의 학습능력을 이수 기준으로 함. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/課題・提出物(30%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FW711 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ポルトガル語１ 

(Portuguese 1) 

担当者名 

（Instructor） 
神田 工(KANDA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNP1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員３０名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ポルトガル語の初学者や初歩的な文法を学習した人を主な対象として，日常会話レベルの文法を学び，読解，会話に運用できる

ようになることを目指します。 

 

This course is for beginners and students with a basic understanding of Portuguese grammar. Students will learn conversation-

level grammar so that they can apply it in reading and conversation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストにそって文法事項を解説していくことと並行して，プリント教材を使って文法の練習問題や読解に取り組んだり，参加者に

ペアになってもらい簡単なポルトガル語の会話練習を行います。また，読解や会話の基礎となる例文の暗唱も行います。 

 

In this course, textbooks will be used to explain grammar. At the same time, students will work on practice grammar questions 

with printed materials and practice reading comprehension. Participants will practice simple Portuguese conversations in group 

of two. In addition, students will recite sample paragraphs that form the foundation of reading and conversation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音、アクセント、あいさつ表現（１） 

2. 文字と発音、アクセント、あいさつ表現（２） 

3. 動詞 serの直説法現在形、肯定文、否定文、疑問文 

4. 名詞、指示詞、所有形容詞 

5. 動詞 terの直説法現在形、形容詞、定冠詞と不定冠詞 

6. 動詞 estarの直説法現在形、前置詞、定冠詞と前置詞の縮合形 

7. 規則動詞の直説法現在形（１） 

8. 規則動詞の直説法現在形（２） 

9. 動詞 irの直説法現在形 

10. 動詞 querer と preferirの直説法現在形 

11. 動詞 poderの直説法現在形、不定形容詞 

12. 動詞 saber と conhecerの直説法現在形、現在進行形 

13. 自動詞、他動詞、再帰動詞 

14. 春学期のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外に取り組んでもらいたい課題については，各回の授業の終わりにその都度指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への参加度(70%)/授業内小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 香川正子、2018、『ニューエクスプレス ＋ブラジルポルトガル語』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

1. 『現代ポルトガル語辞典』、白水社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FW712 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ポルトガル語２ 

(Portuguese 2) 

担当者名 

（Instructor） 
神田 工(KANDA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNP1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員３０名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ポルトガル語の初学者や初歩的な文法を学習した人を主な対象として，日常会話レベルの文法を学び，読解，会話に運用できる

ようになることを目指します。 

 

This course is for beginners and students with a basic understanding of Portuguese grammar. Students will learn conversation-

level grammar so that they can apply it in reading and conversation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストにそって文法事項を解説していくことと並行して，プリント教材を使って文法の練習問題や読解に取り組んだり，参加者に

ペアになってもらい簡単なポルトガル語の会話練習を行います。また，読解や会話の基礎となる例文の暗唱も行います。 

 

In this course, textbooks will be used to explain grammar. At the same time, students will work on practice grammar questions 

with printed materials and practice reading comprehension. Participants will practice simple Portuguese conversations in group 

of two. In addition, students will recite sample paragraphs that form the foundation of reading and conversation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 規則動詞の直説法完全過去形（１） 

2. 規則動詞の直説法完全過去形（２） 

3. 不規則動詞の直説法完全過去形 

4. 形容詞の比較級と最上級 

5. 動詞の直説法不完全過去形（１）―規則動詞と不規則動詞 

6. 動詞の直説法不完全過去形（２）―様々な用法 

7. 関係代名詞、目的格の人称代名詞 

8. 動詞の直説法現在完了形 

9. 受動態、過去分詞の様々な用法 

10. 動詞の直説法過去完了形 

11. 動詞の直説法未来形 

12. 接続法（１）―規則動詞と不規則動詞 

13. 接続法（２）―様々な用法 

14. 秋学期のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外に取り組んでもらいたい課題については，各回の授業の終わりにその都度指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への参加度(70%)/授業内小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 香川正子、2018、『ニューエクスプレス ＋ブラジルポルトガル語』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

1. 『現代ポルトガル語辞典』、白水社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FX703 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本手話 ３         新座(Niiza) 

(Japanese Sign Language 3) 

担当者名 

（Instructor） 

野崎 静枝(NOZAKI SHIZUE) 

北川 光子(KITAGAWA MITSUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNH2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員２０名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本手話・中級編の語学講義。主に，初級編を終えた学生を対象に，手話でのコミュニケーション能力のアップを図ると共にろう

者について多角的に考察する。 

 

This is a Japanese Sign Language (JSL)  intermediate linguistic class. This class is for students who have finished the beginner 

class. Students will improve their communication skills in JSL furthermore and their thought on the Deaf  from multiple 

perspectives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

手話文法に基づいた豊かな日本手話で，クラスメートと自由なコミュニケーションを楽しむレベルを目指す。全国手話検定試験３

級合格レベルを目安とする。また，コラムでは，ろう者の歴史・教育・法律・福祉制度など社会に関わることについて学び，ろう者

への理解を深める。関連分野のろう者をゲストスピーカーに招き，習得した知識の幅を広げる（予定）。 

 

Students will be able to enjoy and communicate with their classmates freely in rich JSL based on it's grammar. The level aimed 

in this class is equivalent to Level 3 of National Sign Language Certification. Furthermore, students will deepen their 

understanding about the Deaf by learning their history, education, law, social welfare system, and other social issues through the 

colum section. A deaf guest speaker from the relevant field will be invited to widen knowledge students acquire (scheduled).  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに／初級編レベルの復習 

2. 日本手話・対応手話の違い・否定表現／コラム・ろう者と歴史１ 

3. 疑問文／コラム・ろう者と歴史２ 

4. 手話口型／コラム・ろう者と教育１ 

5. イベントー１：表現力アップゲーム 

6. 非手指副詞〜様態副詞〜／コラム・ろう者と教育２ 

7. 非手指副詞〜程度副詞〜・敬語／コラム・ろう者と法律１ 

8. 接続詞／コラム・ろう者と法律２ 

9. イベント−２：翻訳挑戦ゲーム 

10. モダリティ／コラム・ろう者と福祉制度１ 

11. 接続詞的用法／コラム・ろう者と福祉制度２ 

12. イベント−３：ミニ寸劇 

13. 春学期の復習／自由会話練習 

14. 最終テスト／まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

オンラインの Blackboardに復習用および語彙テスト用の動画をアップする。また Blackboardから宿題を課すこともある。自主学

習に活用して欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

技術およびコラムの自作教材を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中清、2009、『DVD だからよくわかる基本の手話』、西東社 

2. 社会福祉法人全国手話研修センター、2016、『改訂 DVD で学ぶ手話の本―全国手話検定試験 3 級対応』、中央法規出版 

3. NPO手話技能検定協会、2010、『改訂版 手話技能検定公式テキスト 3・4 級 例文教材 DVD付き』、日本能率協会マネジメン

トセンター 
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4. 亀井伸孝、2009、『手話の世界を訪ねよう』、岩波ジュニア新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

基本的に実技はネイティブサイナー（ろう者）が手話のみで指導する。チームティーチャー（聴者）が適宜通訳でフォローする。パ

ワーポイントや DVD の読み取りなど視覚的教材を多用する。ペアワークやグループワーク、クラス内の発表などアクティブラーニ

ングを取り入れる。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1210 - 

■FX704 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本手話 ４    新座(Niiza) 

(Japanese Sign Language 4) 

担当者名 

（Instructor） 

野崎 静枝(NOZAKI SHIZUE) 

北川 光子(KITAGAWA MITSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNH2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員２０名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本手話・上級編の語学講義。主に中級編を終えた学生を対象に，手話で自分の意見を表現する力を身に付けると共にろう者

について多角的に考察する。 

 

This is a Japanese Sign Language(JSL) advanced linguistic class. This class is for students who have finished the intermediate 

class. Students will acquire ability to express their opinions freely in JSL. At the same time, students will  develop their 

thought on the Deaf furthermore from multiple perspectives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

手話の特徴を活用し豊かな日本手話で自分の意見を表現し，相手にきちんとメッセージを伝えるレベルを目指す。全国手話検定

試験２級合格レベルを目安とする。また，コラムでは，言語としての手話・芸術について学び，異文化への理解を深め、コラムの

総まとめとして将来への展望へと考察を進める。関連分野のろう者をゲストスピーカーに招き，習得した知識の幅を広げる（予

定）。 

 

Students will be able to express themselves in rich JSL by reflecting it's features and convey their messages to their recipients 

accurately. The level aimed in this class is equivalent to Level 2 of National Sign Language Certification. Furthermore, students 

will learn about sign language from the linguistic point of view and deaf arts through the colum section so that they can deepen 

their understanding about different cultures. As roundup of the columns, students will advance their consideration on future 

outlook. A deaf guest speaker from the relevant field will be invited to widen knowledge students acquire (scheduled).  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに／中級編レベルの復習 

2. 慣用句／コラム・手話という言語１ 

3. イベント−１：慣用句を使った寸劇 

4. CL１／コラム・手話という言語２ 

5. CL２／コラム・ろう者と芸術１ 

6. イベント−２：CL コンテスト／コラム・ろう者と芸術２ 

7. ロールシフト１／コラム・ろう者と芸術３ 

8. ロールシフト２／コラム・ろう者と芸術４ 

9. イベント−３：手話語り 

10. 手話による絵本読み聞かせ１／コラム・21 世紀のろう者像 

11. イベント−４：手話による絵本読み聞かせ２ 

12. ディスカッション 

13. 秋学期の復習／自由会話練習 

14. 最終テスト／まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

オンラインの Blackboardに復習用および語彙テスト用の動画をアップする。また Blackboardから宿題を課すこともある。自主学

習に活用して欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

技術およびコラムの自作教材を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中清、2009、『DVD だからよくわかる基本の手話』、西東社 
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2. 社会福祉法人全国手話研修センター、2016、『改訂 DVD で学ぶ手話の本―全国手話検定試験 2 級対応』、中央法規出版 

3. NPO手話技能検定協会、2010、『改訂版 手話技能検定公式テキスト 3・4 級 例文教材 DVD付き』、日本能率協会マネジメン

トセンター 

4. 亀井伸孝、2009、『手話の世界を訪ねよう』、岩波ジュニア新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

基本的に実技はネイティブサイナー（ろう者）が手話のみで指導する。チームティーチャー（聴者）が適宜通訳でフォローする。パ

ワーポイントや DVD の読み取りなど視覚的教材を多用する。ペアワークやグループワーク、クラス内の発表などアクティブラーニ

ングを取り入れる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FX711 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本手話 １ 

(Japanese Sign Language 1) 

担当者名 

（Instructor） 

野崎 静枝(NOZAKI SHIZUE) 

豊田 直子(TOYODA NAOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNH1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員２５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本手話・入門編の語学講義。主に，初めて手話に出会う学生を対象に，異文化コミュニケーションの一つとして手話を学ぶと共

に，ろう文化の概要を知る。そして手話で簡単な日常会話ができるようになる。 

 

This is a Japanese Sign Language (JSL) introductory linguistic class. This class is for students with beginner level in JSL. 

Students will learn JSL as a communication tool in different culture and outline of deaf culture. And students will be able to 

make simple daily conversation in JSL. 

 

授業の内容（Course Contents） 

あいさつや日常生活についての自己表現や，先生やクラスメートとコミュニケーションができるレベルを目指す。全国手話検定試

験５級合格レべルを目安とする。また，ろう者の文化や生活についての概説を行い，ろう者の文化やデフコミュニティについて理

解を深める。 関連分野のろう者をゲストスピーカーに招き，習得した知識の幅を広げる(予定)。  

 

Students will be able to express themselves in daily lives and greetings, as well as communicate with their professors and 

classmates. The level aimed in this class is equivalent to Level 5 of National Sign Language Certification. Furthermore, students 

will receive general information about deaf cultures and daily lives to deepen their understanding about deaf cultures and 

communities. A deaf guest speaker from the relevant field will be invited to widen knowledge students acquire (scheduled).  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに／名前・手話会話のマナー 

2. 自己紹介・色／コラム・ろう者の文化１ 

3. 家族・略歴／コラム・ろう者の文化２ 

4. 時間・時制／コラム・ろう者の文化３ 

5. イベント−１：誕生会 

6. 出身地・地名／コラム・ろう者の生活１ 

7. 生活・スポーツ／コラム・ろう者の生活２ 

8. 通学・乗り物／コラム・ろう者の生活３ 

9. イベント−２：大学生活 

10. 食べ物・食習慣／コラム・ろう者とスポーツ１ 

11. キャンパス案内／コラム・ろう者とスポーツ２ 

12. イベント−３：キャンパス案内応用 

13. 春学期の復習／自由会話練習 

14. 最終テスト／まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

オンラインの Blackboardに復習用の動画をアップする。また Blackboard から宿題を課すこともある。自主学習に活用して欲し

い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

技術およびコラムの自作教材を配布する.。 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中清、2009、『DVD だからよくわかる基本の手話』、西東社 

2. 社会福祉法人全国手話研修センター、2016、『改訂 DVD で学ぶ手話の本―全国手話検定試験 5 級対応』、中央法規出版 

3. NPO手話技能検定協会、2010、『改正２版 手話技能検定公式テキスト 5・6・7 級』、日本能率協会マネジメントセンター 

4. 亀井伸孝、2009、『手話の世界を訪ねよう』、岩波ジュニア新書 



 - 1213 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

基本的に実技はネイティブサイナー（ろう者）が手話のみで指導する。チームティーチャー（聴者）が適宜通訳でフォローする。パ

ワーポイントや DVD の読み取りなど視覚的教材を多用する。ペアワークやグループワーク、クラス内の発表などアクティブラーニ

ングを取り入れる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FX712 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本手話 ２ 

(Japanese Sign Language 2) 

担当者名 

（Instructor） 

野崎 静枝(NOZAKI SHIZUE) 

豊田 直子(TOYODA NAOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LNH1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
抽選登録科目 定員２５名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本手話・初級編の語学講義。豊かな表現力を持つ手話を通してコミュニケーション能力を磨くと共に，ろう者の社会的背景を学

ぶ。また，手話を読み取る力を養う。 

 

This is a Japanese Sign Language (JSL) beginner linguistic class. Students will improve their sign language communication skills 

to achieve high level of expression. At the same time, students will learn about social background of the Deaf. Furthermore, 

students will cultivate their ability to read JSL. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日常生活における身近な体験やクリスマスや旅行などのイベントについての表現ができ，手話で会話を楽しめるレベルを目指

す。全国手話検定試験４級合格レベルを目安とする。また，ろう者の職業についての概説や，実在するろう者の紹介を通して社

会における国内外のろう者像を探る。関連分野のろう者をゲストスピーカーに招き，習得した知識の幅を広げる（予定）。  

 

Students will be able to express themselves in daily experiences around them and in events such as Christmas and holidays. 

Students will be able to enjoy and have conversation in JSL. The level aimed in this class is equivalent to Level 4 of National 

Sign Language Certification. In addition, students will receive general information on occupations of the Deaf. Through 

introduction of actual deaf people, students will search for images of the Deaf in Japan and overseas. A deaf guest speaker 

from the relevant field will be invited to widen knowledge students acquire (scheduled).  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに／入門編レベルの復習 

2. 職業／コラム・ろう者と職業１ 

3. 自動車・交通／コラム・ろう者と職業２ 

4. 旅行・都道府県／コラム・ろう者と職業３ 

5. イベント-1：旅行計画 

6. 病気・怪我／コラム・日本のろう者１ 

7. 住まい・間取り／コラム・日本のろう者２ 

8. 行事・嗜好品／コラム・日本のろう者３ 

9. イベント-2：理想の暮らし 

10. 国名・言語／コラム・世界のろう者１ 

11. 動物・飼育／コラム・世界のろう者２ 

12. イベント-3：クリスマス会 

13. 秋学期の復習／自由会話練習 

14. 最終テスト／まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

オンラインの Blackboardに復習用および語彙テスト用の動画をアップする。また Blackboardから宿題を課すこともある。自主学

習に活用して欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

技術およびコラムの自作教材を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中清、2009、『DVD だからよくわかる基本の手話』、西東社 

2. 社会福祉法人全国手話研修センター、2016、『改訂 DVD で学ぶ手話の本―全国手話検定試験 4 級対応』、中央法規出版 

3. NPO手話技能検定協会、2010、『改正２版 手話技能検定公式テキスト 5・6・7 級』、日本能率協会マネジメントセンター 
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4. 亀井伸孝、2009、『手話の世界を訪ねよう』、岩波ジュニア新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

基本的に実技はネイティブサイナー（ろう者）が手話のみで指導する。チームティーチャー（聴者）が適宜通訳でフォローする。パ

ワーポイントや DVD の読み取りなど視覚的教材を多用する。ペアワークやグループワーク、クラス内の発表などアクティブラーニ

ングを取り入れる。 

 

注意事項（Notice） 



 

  



 

 

 

 


