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１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

韓国語Ⅰ
担当教員 宋　ミンジョン

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 1年次対象=人福(月木4)、2～4年次対象=法律･地行･経済･環政･企シ･産情(月木5)

【授業のねらい】
　初めて韓国語を学ぶ学生を対象に、基本的な文の構造の理解及び挨拶、自己紹介など簡単な会話ができること
を目標とする。音に慣れることから始め、文字と発音を正確に習得し、基礎語彙と文法の基本事項の習得を目指
す。基本的な表現を使って簡単な文章を作る練習と読む練習を繰り返し行う。

【授業の展開計画】
　　

ガイダンス・韓国語について（基礎・第１課）

基本母音　（基礎・第２課）

基本子音　（基礎・第３課）

複合母音　（基礎・第４課）

パッチム　（基礎・第５課）

発音の変化（基礎・第６課）

あいさつ　（基礎・第７課）　　　　　　

第１課　名詞文①「～は～です」

第２課　名詞文②「～は～ですか」

第３課　名詞文③「～ではありません」

第４課　存在詞「あります/ありません」「います/いません」

第５課　動詞「する」の丁寧表現①「します/しますか」

第６課　動詞「する」の丁寧表現②「します/しますか」

第７課　動詞・形容詞の活用①「～ます・～です」

第１～７課まとめ・復習　　　　

【履修上の注意事項】
1 登録前に必ず指定学科と年次を確認し、必ず指定学科と年次を守って登録すること。

2 初日の出席は必須条件。出席しないと登録が取り消される可能性あり。
3 遅刻、授業中の携帯電話使用、私語は禁止。（減点対象になるので注意）

【評価方法】
・期末試験（40%）　/ 　出席（25%）　/　　小テスト・課題（30%）　/　　授業態度（5%）
・授業回数の３分の１以上欠席の場合、期末試験を受けることができない為、不可とする。

【テキスト】
『基礎から学ぶ韓国語講座　初級　-改訂版-』　木内 明 著   国書刊行会  (2,100円＋税）

【参考文献】
必要に応じて授業で紹介する。

期末試験、フィードバック



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

韓国語Ⅰ
担当教員 -真島　知秀

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 １年次対象　全学科（月木５）

【授業のねらい】

【授業の展開計画】

【履修上の注意事項】

【評価方法】

【テキスト】

【参考文献】
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１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

韓国語Ⅰ
担当教員 李　ヒョンジョン

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 １年次対象　日文・社文・企シ（月木３）

【授業のねらい】
初めて韓国語に接する学習者を対象に、文字の仕組みや発音の仕方などをしっかりおさえることで、韓国語能力
の基礎作りを図ります。また、学習した文字を応用して、日常的な会話表現を身につけると同時に、韓国という
社会や生活文化などにも触れることで、ことばと文化を結ぶ韓国語授業を目指します。

【授業の展開計画】

ガイダンス：コース紹介、自己紹介、あいさつ練習、ニーズ調査　

基礎･第1～2課：韓国語の文字の仕組みと基本母音

基礎･第3課①：平音と発音練習

基礎･第3課②：激音と濃音の発音練習

基礎･第4課：複合母音の仕組みと発音練習

基礎･第5課：終声(パッチム)の仕組みと発音練習

基礎･第6～7課：発音の変化とあいさつ練習  ／  韓国映画を楽しもう！

第1課：名詞文①「～は～です」

第2課：名詞文②「～は～ですか」

第3課：名詞文の否定表現「～ではありません」、指示詞「こ・そ・あ・ど」の活用

第4課：存在の「あります(います)／ありません（いません）」表現

第5課：用言文の丁寧表現①「します／しますか」の表現

第6課：用言文の丁寧表現②「します／しますか」のよりカジュアルな表現

第7課：用言文の活用①

名詞文と用言文における丁寧表現の比較と総復習　　　　　　　

【履修上の注意事項】
・初日の出席は必須条件。出席しないと登録が取り消される可能性あり。

・毎回の出席と授業活動には積極的に参加すること。
・授業以外の自習および課題にも力を入れること。

【評価方法】
・期末試験(40%)、出席(25%)、小テスト･課題(30%)、授業態度(5%)の平均により評価する。
・授業回数の3分の1以上欠席の場合、期末試験と関係なく不可とする。

【テキスト】
木内 明 著『基礎から学ぶ 韓国語講座（初級）-改訂版-』国書刊行会（2,100＋税）

【参考文献】
辞書や参考書については必要に応じて授業で紹介する。

期末試験およびフィードバック
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１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

韓国語Ⅰ
担当教員 天久　恵珍

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 １年次対象　経済・環政・社文（月木３）、法律・地行（月木４）

【授業のねらい】
一番近い国の言葉として簡単な自己紹介、基本的な挨拶が出来るようにします。また、韓国の独特な文字である
「ハングル」に対し、正しい発音が学習を通してしっかり出来るように練習します。それとともにテキストを使
用して「文法」、「語彙力」、「読解力」も習得できるよう心掛けます。さらに、メディア、インターネットを
通して韓国の最新情報やニュースを紹介しながら、生活習慣、文化に関して伝えていきます

【授業の展開計画】

基礎1,2：ハングルと韓国の紹介＆沖縄と韓国の関係及び基本母音について

基礎3：基本子音と二重子音について（ひらがなとハングルの比べ）

基礎4：複合母音について（日本語のハングル表記について）

基礎5：パッチムについて

基礎6：発音の変化

基礎7：基本挨拶及び小テスト

第1課：「～は」、「～です」について

第2課：「～が」、「～ですか」について

第3課：「～ではありません」について

韓国映画と歌（大衆文化）と小テスト

第4課：「あります・います」について

第5課：「します」のニダ体について

第6課：「します」のヨ体について

第7課：ハムニダ体について　

総合応用について（自己紹介）及び前期講座のまとめ。　

【履修上の注意事項】
　＊初日の出席は必須条件です。出席しなければ登録は取り消される可能性があります。

　＊指定学科と年次を守って下さい。

【評価方法】
出席率(20％）、授業への参加姿勢（5％）、期末試験（40％）、小テスト&課題（35％）とし評価します。

【テキスト】
「　基礎から学ぶ韓国語講座　・初級[改訂版」（　国書刊行会、2,100円　+　税　）

【参考文献】
必要に応じて講義の中で紹介します。

期末テスト
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１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

韓国語Ⅰ
担当教員 長嶺　聖子

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 1年次対象=英米・産情(月木3)、2～4年次対象=日文・英米・社文・人福(火金2)

【授業のねらい】
　初めて韓国語を学習する人でも楽しめる「話せる韓国語」を心掛けます。文法解釈はテキストを使用して韓国
語と日本語の文法に関する多くの共通点や相違点を見分け、確実に韓国の文字「ハングル」の「読み」、「書
き」が習得できるように練習します。
　さらに、ラボ教室のCALLシステム及び教室の機器を利用し現在の韓国の情報を、歌、ドラマ、映画、インター
ネットなどを通して紹介します。達成目標は、韓国の文字「ハングル」を読めるようにすることです。

【授業の展開計画】
文法と会話及び文化について同時に行います。

基礎・第１課：「ハングル」の成り立ち　　　　会話：簡単な自己紹介

基礎・第２課：母音字の書き方と発音　　　　　会話：さようなら

基礎・第３課：子音字の書き方と発音　　　　　会話：よろしくお願いします

基礎・第４課：複合母音　　　　　　　　　　　会話：民族衣装

基礎・第５課：末音字（パッチム）の発音　　　会話：韓国の名前

基礎・第６課：発音の変化　　　　　　　　　　会話：先生の日

日本語の「ハングル」表記表　　　　　　　　　会話：単語カルタ

第１課：文の構造　　　　　　            　　会話：韓国TVの歌番組

第２課：助詞　　　　　　　　　　　　　　　　会話：パソコンで文字入力

第３課：疑問文／否定文　                　　会話：レストランで

第４課：存在詞　　　　                  　　会話：ショッピング　　

第５課：します／しますか　　　　　      　　会話：テコンドDVD

第６課：です／ますの打ち解けた語尾      　　会話：韓国映画

第７課：丁寧な語尾練習                  　　会話：単語読みの練習

総まとめ

【履修上の注意事項】
　登録初日の出席は、必修条件です。出席しないと登録が取り消される可能性があります。

  授業は段階的に構成されているので、出来るだけ遅刻・欠席はしないこと。
　指定学科と年次を守って下さい。

【評価方法】
出席率(25%)、課題(30%)､ 学期末試験(40%)、及び授業態度(5%)から総合的に評価します。

【テキスト】
『基礎から学ぶ韓国語講座　初級』（国書刊行会、2,100円＋税）

【参考文献】
必要に応じて講義の中で紹介します

期末試験
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１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

韓国語Ⅱ
担当教員 李　ヒョンジョン

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 １年次対象　日文・社文・企シ（月木３）

【授業のねらい】
韓国語Ⅰに続き、韓国語の基礎構造を着実に積んでいくことで、「聞いて話す」「読んで書く」という語学技
能を自分のものにしていきます。また、文化の触れ合い学習にも力を入れることで、韓国の社会や文化を沖縄と
比較してみましょう。

【授業の展開計画】

ガイダンス：今学期の内容紹介、自己紹介、ニーズ調査、レベル･テスト

前学期の復習

第8課：用言文の活用②

第9課：漢数詞の練習（電話番号／誕生日／日時を尋ねる）

第10課：固有数詞の練習（年齢／物の数／時間を尋ねる）

漢数詞を用いて友達作り、固有数詞を用いて｢買い物場面｣にチャレンジ

第11課：尊敬表現の練習、日本の尊敬表現との比較

韓国映画を楽しもう！　／　　ムービーテレコを用いたセリフの練習

第12課：用言文における否定表現の練習

第13課；過去表現の練習

用言文全体の活用練習と会話

第14課：勧誘表現「～しよう／～しましょう(か)」の練習

第15課：現在進行表現「～している」

会話練習①：位置関係　　／　会話練習②：～さんは何をしていますか？

作文練習と総復習　　　　　　　

【履修上の注意事項】
・韓国語Ⅰを履修済みであること。

・初日の出席は必須条件。出席しないと登録が取り消される可能性あり。
・毎回の出席と授業活動には積極的に参加すること。
・授業以外の自習および課題にも力を入れること。

【評価方法】
・期末試験(40%)、出席(25%)、小テスト･課題(30%)、授業態度(5%)の平均により評価する。
・授業回数の3分の1以上欠席の場合、期末試験と関係なく不可とする。

【テキスト】
木内 明  著『基礎から学ぶ 韓国語講座（初級）-改訂版-』 国書刊行会 （2,100＋税）

【参考文献】
辞書や参考書については必要に応じて授業で紹介する。

期末試験およびフィードバック
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１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

韓国語Ⅱ
担当教員 天久　恵珍

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 １年次対象　経済・環政・社文（月木３）、法律・地行（月木４）

【授業のねらい】
韓国の独特な文字である「ハングル」に対し、正しい発音が学習を通してしっかり出来るように練習しながら、
前期の文法を会話に応用し、「丁寧体」、「尊敬体」をできるようにします。また、韓国学生の最新情報や考え
方も前期と同様にメディア、インターネットを通して紹介するよう心掛けます。さらに、テキストの「文法」、
「読解力」も理解し、独自の応用が出来るようにします。

【授業の展開計画】

第8課：「ヘヨ」体について

第8課：「ヘヨ」体のまどめ

第9課：「漢数詞」について

第9課：「月・日」について

第10課：「固有数詞」について

第10課：「時間」について

映画鑑賞及び小テスト

第11課：「敬語」について

第12課：「否定形」について

第12課：「否定形」のまとめ

第13課：「過去形」について

第13課：「過去形」のまとめ

第14課：「勧誘形」について

第15課：「してください」について

総合応用及びまとめ。

【履修上の注意事項】
＊必ず韓国語Ⅰを履修済みである事。

＊初日は出席が必須条件です。出席しなければ登録が取り消される可能性があります。
＊指定学科と年次を守って下さい。

【評価方法】
出席率(20％）、授業への参加姿勢（5％）、期末試験（40％）、小テスト・課題（35％）とし評価します。

【テキスト】
「　基礎から学ぶ韓国語講座・初級[改訂版]　」（　国書刊行会、2,100円　+　税　）

【参考文献】
必要に応じて講義の中で紹介します。

期末テスト



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

韓国語Ⅱ
担当教員 -真島　知秀

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 １年次対象　全学科（月木５）

【授業のねらい】

【授業の展開計画】

【履修上の注意事項】

【評価方法】

【テキスト】

【参考文献】
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１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

韓国語Ⅱ
担当教員 宋　ミンジョン

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 1年次対象=人福(月木4)、2～4年次対象=法律･地行･経済･環政･企シ･産情(月木5)

【授業のねらい】
韓国語Ⅰを履修した学生を対象に、聞いて話せる実用的な韓国語の習得を目指す。
韓国語の基礎を固めるのに必要な単語・文法・慣用句などを覚え、実際の場面で表現できるよう声に出して繰り
返し練習する。

【授業の展開計画】

ガイダンス・前期学習内容の確認

第８課：動詞・形容詞の活用②

第９課：漢数詞

第10課：固有数詞

第11課：敬語

第12課：動詞・形容詞の否定文

第13課：過去形

第14課：勧誘表現

第15課：現在進行形

韓国映画

数字の復習

課題発表

作文練習・発音テスト

会話練習・小テスト

総復習（8～15課）　　　　　　　　　　　　　　　

【履修上の注意事項】
1　指定学科と年次を守って登録すること。

2　初日の出席は必須条件。出席しないと登録が取り消される可能性あり。
3　韓国語Ⅰを履修済みであること。
4　遅刻、授業中の携帯電話使用、私語は禁止。（減点対象になるので注意）

【評価方法】
･期末試験（40%）／　出席（25%）／　小テスト・課題（30%）／　授業態度（5%）
･授業回数の３分の１以上欠席の場合、期末試験を受けることができない為、不可とする。

【テキスト】
『基礎から学ぶ韓国語講座　初級  -改訂版- 』　木内 明 著  国書刊行会  (2,100円＋税）

【参考文献】
辞書と参考書については必要に応じて授業で紹介する。

期末試験、フィードバック
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１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

韓国語Ⅱ
担当教員 長嶺　聖子

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 1年次対象=英米・産情(月木3)、2～4年次対象=日文・英米・社文・人福(火金2)

【授業のねらい】
　この講義は、韓国語と日本語の語順がほぼ同じであるというメリットを活かし、「読む」ことを楽しむ形式で
進めると同時に、日常生活を中心とした会話学習を通して「会話」の幅を広げます。さらに、ラボ教室のCALLシ
ステム及び教室の機器を利用し韓国の文化や現在の韓国の情報を、歌、ドラマ、映画、インターネットなどを通
して紹介します。達成目標は、「ハングル」の文を読めるようにし、話し相手に合う言い方を覚えることです。

【授業の展開計画】
文法と会話及び文化について同時に行います。

第8課：打ち解けた丁寧な語尾          　会話：お久しぶりです

DVD「韓国留学150日」                   会話：いただきます

第9課：漢数詞　　　　　　            　会話：誕生日の歌

単語カード読み　　　　　  　　 　　　  会話：韓国語で～と言います

第10課：固有数詞        　　　　　　　 会話：歌詞で語尾練習

助数詞（単位）　　 　　　　　　　      会話：電話番号

第11課：尊敬語の語尾    　　　　　　　 会話：敬語の使い方

丁寧な命令文　　 　　　　　  　        会話：韓国のドラマ

第12課：連結語尾（条件）　　　　　　　 会話：DVD「ソウルの名所」

否定文の練習　　                       会話：ダ体（パンマル）の表現

第13課：過去形　　　            　     会話：韓国の食文化をWebで検索

過去形の練習：プリント　　　　　　     会話：韓国のお正月

第14課：勧誘形　                       会話：韓国映画

第15課：進行形 　　                  　会話：感嘆の表現

総まとめ

【履修上の注意事項】
　韓国語Ⅰを履修した学生を対象としています。

　登録初日の出席は、必修条件です。出席しないと登録が取り消される可能性があります。
　指定学科と学年を守って下さい。

【評価方法】
　出席率(25%)、課題(30%)､ 学期末試験(40%)、及び授業態度(5%)から総合的に評価します。

【テキスト】
『基礎から学ぶ韓国語講座　初級』（国書刊行会、2,100円＋税）

【参考文献】
　必要に応じて講義の中で紹介します。

期末試験
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２【2014年度　共通科目  外国語科目群】

韓国語Ⅲ
担当教員 李　ヒョンジョン・岸本　孝根

対象学年 ２年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 ２～４年次対象　全学科　(月・木５)

【授業のねらい】
この授業では、韓国語の中級レベルに進むための段階として、初級レベルにおける重要ポイントをもう一度振り
返ります。また、ペアティーチングにより、正確な読み･書き能力を備え、学習した文型を会話の運用力に活か
せるスキルを持つ学習者を目指します。具体的には、月曜日は会話･音声中心、木曜日は文法･文型中心の授業構
成になっています。テキスト以外の話題も扱うことで、より韓国･韓国語を楽しんでいきましょう！

【授業の展開計画】

ガイダンス：コース紹介、自己紹介、ニーズ調査

レベル確認及び初級の振り返り

初級･第16課　可能･不可能の表現「～することができる／～することができない」

初級･第17課　希望･意志を表す表現「～したい」

初級･第18課　許諾「～してもいい」／許諾を求める表現「～してもいいですか」

初級･第19課　義務を表す表現「～しなければならない」

不規則活用の練習

韓国映画を楽しもう！　／　字幕付け練習

初級･第20課　推量および意志「～と思います／～するつもりです」

初級のまとめ　／　会話テスト

連体形の練習

中級･第1課　動作の原因および様態「～して／～なので」

中級･第2課　形容詞･指定詞の連体形

中級･第3課　動詞･存在詞の連体形

総復習　　　　

【履修上の注意事項】
・初日の出席は必須。出席しないと登録が取り消される可能性あり。

・毎回の出席はもちろん、授業でのペアー活動･グループ活動には積極的に参加すること
・授業以外の自習と課題にも力を入れること

【評価方法】
・期末試験(40%)、出席(25％)、小テスト・課題(30%)、授業態度(5%)の平均により評価する。
・授業回数の3分1以上欠席の場合は不可とする。

【テキスト】
木内 明　著 『基礎から学ぶ韓国語講座（初級）』　国書刊行会（2,100円＋税）
木内 明　著 『基礎から学ぶ韓国語講座（中級）』　国書刊行会（2,100円＋税）

【参考文献】
・辞書：『朝鮮語辞典』小学館(必修ではないが、持参をお勧めする） 
・その他の参考書については必要に応じて授業で紹介する。

期末試験およびフィードバック
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２【2014年度　共通科目  外国語科目群】

韓国語Ⅳ
担当教員 李　ヒョンジョン・岸本　孝根

対象学年 ２年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 ２～４年次対象　全学科 (月・木５)

【授業のねらい】
韓国語の中級学習者としてよりレベルの高いコミュニケーション能力を身につけるための文型および語彙選択の
スキルアップを目指します。授業構成は韓国語Ⅲと同様、ペアティーチングとなります。授業全般において積極
的に参加することで、自分の意思を伝達し、相手の意見と調整できるように力をつけていきましょう！

【授業の展開計画】

ガイダンス：コース紹介、自己紹介、ニーズ調査、レベル確認

不規則活用の復習と会話練習

連体形の復習と会話練習

第4課　逆接表現「～であるが」、同時進行「～しながら」

第5課　経験の有無を表す表現①「～してみる」

第6課　経験の有無を表す表現②「～したことがある(ない)」

第7課　理由を表す表現「～なので」、他の理由表現との比較

韓国映画を楽しもう！ 　／　グループ活動：Movie Teleco字幕付け作業

第8課　意志を表す表現「～しようと」

第9課　｢～し始める」表現、「～するなり」表現

第10課 勧誘表現「～しましょうか」、他の勧誘表現との比較

第11課 願望を表す表現「～したらよいのだが」

第12課 ｢～時｣表現の様々な形を練習

地図、買い物、位置関係などの会話練習

会話テスト、総復習　　　　　　

【履修上の注意事項】
・初日の出席は必須。出席しないと登録が取り消される可能性あり。

・毎回の出席はもちろん、授業でのペアー活動・グループ活動には積極的に参加すること
・授業以外の自習と課題にも力を入れること

【評価方法】
・期末試験(40%)、出席(25％)、小テスト・課題(30%)、授業態度(5%)の平均により評価する。
・授業回数の3分1以上欠席の場合は不可とする。

【テキスト】
木内 明　著 『基礎から学ぶ韓国語講座（中級）』　国書刊行会（2,100円＋税）

【参考文献】
・辞書：『朝鮮語辞典』小学館（必修ではないが、持参をお勧めする）
・その他の参考書については必要に応じて授業で紹介する。

期末試験およびフィードバック



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

外国語研究Ⅰ
担当教員 上江洲　律子

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 外国語（フランス語）研究Ⅰ／全学科および交換留学候補学生･帰国学生

【授業のねらい】
　フランス語の中級クラスを終了した後、さらにフランス語の実践力を培うと同時に、フランスの文化に触れる
ことでフランスに関する知識を深めることを目標とします。この目標を達成させるために、授業では、フランス
語で書かれたテキストを読むことや、フランス語で語られたことを書き取ることに取り組みます。文化的な内容
を含んだ教材による実践的な練習を通して、より高いフランス語力やフランス文化への理解力を身につけると同
時に、レンヌ第二大学への交換留学に臨む準備をしていきましょう。

【授業の展開計画】
第０１回：ガイダンス
第０２回：読解と作文（１）
第０３回：書き取りと会話（１）
第０４回：読解と作文（２）
第０５回：書き取りと会話（２）
第０６回：読解と作文（３）
第０７回：書き取りと会話（３）
第０８回：読解と作文（４）

第０９回：書き取りと会話（４）
第１０回：読解と作文（５）
第１１回：書き取りと会話（５）
第１２回：読解と作文（６）
第１３回：書き取りと会話（６）
第１４回：読解と作文の試験
第１５回：書き取りと会話の試験
第１６回：まとめ

【履修上の注意事項】
　フランス語Ⅰ～Ⅳを履修済みであること、または、その実力を有することが履修の必要条件になります。

【評価方法】
　授業の達成度を確認するために、「読解と作文の試験」と「書き取りと会話の試験」を実施します。また、毎
回提示する課題の提出状況も加味して総合的に評価します。
●計算式：読解と作文の試験(35％）＋書き取りと会話の試験(35％）＋課題得点(30％）

※単位取得のために、授業における３分の２以上の出席を義務付けます。

【テキスト】
授業内で必要に応じてプリントを配付します。

【参考文献】
ガイダンスの際に紹介するほか、授業内で必要に応じて紹介します。
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１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

外国語研究Ⅰ
担当教員 李　ヒョンジョン

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 外国語（韓国語）研究Ⅰ／全学科および交換留学候補学生･帰国学生

【授業のねらい】
この授業は、韓国留学(交換および私費留学）を経験した人の語学力保持および更なる上達の場として位置づけ
られています。同時に、これから留学を目指す人、または韓国語Ⅳまで履修済みでより上級クラスを目指す人に
とっては、自分の語学力を極める場とします。

【授業の展開計画】

ガイダンス

自習課題の設定

会話①、自習課題の取り組みとチェック

会話②、自習課題の取り組みとチェック

会話③、自習課題の取り組みとチェック

会話④、自習課題の取り組みとチェック

会話⑤、自習課題の取り組みとチェック

中間テスト

読解とシャドイング①、自習課題の取り組みとチェック

読解とシャドイング②、自習課題の取り組みとチェック

読解とシャドイング③、自習課題の取り組みとチェック

読解とシャドイング④、自習課題の取り組みとチェック

読解とシャドイング⑤、自習課題の取り組みとチェック

ペア作業の準備

ペア作業による期末テスト

【履修上の注意事項】
・授業の初日に履修に関する相談をするため、必ず出席すること。

・語彙学習を含む普段の自習に心がけること。

【評価方法】
・出席と授業参加度（30%）、期末試験（30%）、小テスト･課題（40%）の平均により評価する。
・授業回数の1/3以上欠席の場合は不可とする。

【テキスト】
・配布プリントおよびCALL教材を使用するため、別途のテキスト指定は無い。
・授業で扱ってほしい学習リソースがある場合は全員で共有する。

【参考文献】
・長渡陽一（2009）『韓国語の発音と抑揚トレーニング』アルク
・川越菜穗子（2012）『こだわり韓国語』三修社
・その他、必要に応じて紹介する。

まとめ



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

外国語研究Ⅰ
担当教員 兼本　敏

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 外国語（中国語）研究Ⅰ／全学科および交換留学候補学生･帰国学生

【授業のねらい】
中国語の基礎（文型・音韻）が既習されているのが前提です。中国語で最も重要な声調の発声、聞き取りを意識
しながら会話し完全な習得を目指します。
このクラスは、次の技能を習得することを目標とする。
１．中国語の基礎文型をPCを使いEメールや簡潔な文章を書けるようにする。
２．中国語のホームページ等を利用して情報を検索する。

【授業の展開計画】
講義は二つの部分から構成されます。

毎回の講義の前半は中国語での会話力を高めるため毎回トピックを提示して数分間の会話をします。
会話の中で次の項目を意識しながら進めます。
1.　話題への理解
2.　発音の確認
3.　文型の確認
4.　聴解の訓練

トピックは３週毎に変えていきます。第4週目は「まとめ」の小テストを行います。
トピックは事前にみなさんと話し合いで決定します。

後半は、PCで日本語と中国語を自在に入力し、映画や音楽の歌詞の字幕スーパーを作成します。
映画、歌詞はみなさんと話し合いで選択し、作業の分担を決定します。

【履修上の注意事項】
1) 欠席する場合は必ず事前に連絡をすること。(無断欠席をしないこと)

2) 欠席回数が全授業回数の1／3を超えた場合は単位を与えない。

【評価方法】
授業への取り組み（会話への参加、字幕スーパーの完成）および出席状況をもとにして総合的に判断します。

【テキスト】
特に指定しませんが、トピックは講義の初日に提示し、皆さんで決定します。
同様に字幕スーパー用の映画、歌詞も初日に決定します。

【参考文献】
辞書は必須です。



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

外国語研究Ⅱ
担当教員 兼本　敏

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 外国語（中国語）研究Ⅱ／全学科および交換留学候補学生･帰国学生

【授業のねらい】
中国語の基礎（文型・音韻）を既習しているのが前提です。中国語の表現力を培う目的で短編小説、童話、漫画
などを教材に使用し、各自に翻訳とナレーションを課題とします。
中国語3級以上を目標に設定した講義です。豊富な語彙力と多くの表現を習得します。
中国語での会話力を高めるため毎回トピックを提示して数分間の会話をします。

【授業の展開計画】
講義は2部で構成されます。

毎回前半は、会話を中心に行います。
会話のトピックは講義の初日に皆さんに提示します。みんなで決定します。
会話の中で次の項目を意識しながら進めます。
1.　話題への理解
2.　発音の確認
3.　文型の確認

4.　聴解の訓練
トピックは２週毎に変えていきます。第３週目は「まとめ」の小テストを行います。

講義の後半は、翻訳、ナレーションの作成を行います。
PCでの入力方法を習得してもらい、録音とPPTでの翻訳作品を完成させてもらいます。
作品は講義の初日に提示しますが、みなさんで決めてもらいます。

【履修上の注意事項】
1) 欠席する場合は必ず事前に連絡をすること。(無断欠席をしないこと)

2) 欠席回数が全授業回数の1／3を超えた場合は単位を与えない。

【評価方法】
授業への取り組み（トピックへの参加・翻訳、ナレーションの作成）をもとにして総合的に判断します。

【テキスト】
特に指定はしませんが辞書は必須です。
トピックおよび翻訳する作品は初日の講義で提示し、決定します。

【参考文献】
トピックおよび翻訳対象作品に関する文献など（初日および第2回目の講義時に紹介します）



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

外国語研究Ⅱ
担当教員 上江洲　律子

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 外国語（フランス語）研究Ⅱ／全学科および交換留学候補学生･帰国学生

【授業のねらい】
　外国語研究Ⅰにひき続き、フランス語の実践力を伸ばし、フランスの社会や文化に関する知識と理解を深める
ことを目標とします。また、外国語研究Ⅱでは、レンヌ第二大学の交換留学から帰国した学生とともに、フラン
ス語での授業やフランス語での討論などにも取り組みます。日常生活で活用できるフランス語力を身につけるこ
とを目指しましょう。

【授業の展開計画】
第０１回：ガイダンス
第０２回：読解と作文（１）
第０３回：書き取りと会話（１）
第０４回：読解と作文（２）
第０５回：書き取りと会話（２）
第０６回：読解と作文（３）
第０７回：書き取りと会話（３）
第０８回：読解と作文（４）

第０９回：書き取りと会話（４）
第１０回：読解と作文（５）
第１１回：書き取りと会話（５）
第１２回：読解と作文（６）
第１３回：書き取りと会話（６）
第１４回：読解と作文の試験
第１５回：書き取りと会話の試験
第１６回：まとめ

【履修上の注意事項】
　外国語研究Ⅰを履修済みであること、または、その実力を有することが履修の必要条件となります。

【評価方法】
　授業の達成度を確認するために、「読解と作文の試験」と「書き取りと会話の試験」を実施します。また、毎
回提示する課題の提出状況も加味して総合的に評価します。
●計算式：読解と作文の試験(35％）＋書き取りと会話の試験（35％）＋課題得点(30％）

※単位取得のために、授業における３分の２以上の出席を義務付けます。

【テキスト】
授業内で必要に応じてプリントを配付します。

【参考文献】
ガイダンスの際に紹介するほか、授業内で必要に応じて紹介します。
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１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

外国語研究Ⅱ
担当教員 李　ヒョンジョン

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 外国語（韓国語）研究Ⅱ／全学科および交換留学候補学生･帰国学生

【授業のねらい】
この授業は、韓国留学(交換および私費留学）を準備中の人に対する事前学習の場として位置づけられています
。留学済みの人、これから留学を目指す人にとっては、自分の語学力を極める場とします。

【授業の展開計画】

ガイダンス

自習課題の設定

連体形のまとめ、自習課題の取り組み

会話①、自習課題の取り組み

不規則用言のまとめ①、自習課題の取り組み

不規則用言のまとめ②、自習課題の取り組み

会話②、自習課題の取り組み

中間テスト

使役・受け身のまとめ①、自習課題の取り組み

使役・受け身のまとめ②、自習課題の取り組み

会話③、自習課題の取り組み

作文①、自習課題の取り組み

作文②、自習課題の取り組み

作文③、自習課題の取り組み

期末テスト

【履修上の注意事項】
・授業の初日に履修に関する相談をするため、必ず出席すること。

・語彙学習を含む普段の自習に心がけること。

【評価方法】
・出席と授業参加度（30%）、期末試験（30%）、小テスト･課題（40%）の平均により評価する。
・授業回数の1/3以上欠席の場合は不可とする。

【テキスト】
・配布プリントおよびCALL教材を使用するため、別途のテキスト指定は無い。
・授業で扱ってほしい学習リソースがある場合は全員で共有する。

【参考文献】
・必要に応じて随時紹介する。

まとめ
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２【2014年度　共通科目  外国語科目群】

スペイン語Ⅰ
担当教員 上地　リリア

対象学年 ２年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 ２～４年次対象　全学科（月木５）

【授業のねらい】
はじめてスペイン語を学ぶ学生のための入門クラス。　講義ではテキスト・作成プリントを主としスペイン語
の基礎を学び、単語、文法、及び簡単な会話ができるようになる。また、正しい発音、会話の練習の後に、オー
ラルチェックを行う。音楽や歌詞などを用いて興味を覚える。　ビデオを使用し、スペイン及びラテン・アメリ
カの事情や文化、習慣の紹介をする。

【授業の展開計画】

Introduccion

Alfabeto　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アクセントの位置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名詞の性・数

定冠詞・不定冠詞

形容詞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

復習、小テスト（１）　　　  　　　　　　　　　　　

Ser 動詞

Estar 動詞

Ser と Estar動詞の違い

規則動詞（１）

規則動詞（２）　　

規則動詞（３）

所有詞　小テスト（２）

総復習　　　

【履修上の注意事項】
二重登録に注意してください。

授業の疑問点を質問して下さい。

【評価方法】
テスト（３回X３＝９０点）を行う。
発音、会話のオーラルチェック（１０点）を行う。
出席・欠席・遅刻は、総評価に入れる。
授業を8回以上欠席した学生には、単位を与えない。

【テキスト】
El Espanol （教室で販売）
授業の進行状況に添った練習問題のプリントも使用する。

【参考文献】

期末テスト（３）



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

スペイン語Ⅰ
担当教員 赤嶺　恭子

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 １年次対象　英米（月木３）、法律・地行・人福（月木４）

【授業のねらい】
スペイン語はスペインのみならず中南米やアフリカなど約4億5千万人の人々によって話されている言語です．本
講義では，文部科学省認定スペイン語技能検定6級の出題範囲である基礎文法の習得を目指します．さらにCDやD
VDで，スペイン語の背景にある文化，社会，歴史，芸術に触れていきます．週一回，CALL教室を使用する予定で
す．CALL教室では，ムービーテレコ，ムービーメーカー，webカメラなどを使用して，スペイン語でコミュニケ
ーションをとれるようになるためのトレーニングを行います．

【授業の展開計画】
1週目　スペイン語の概要，アルファベット
2週目　スペイン語の発音，アクセントの位置，主格人称代名詞
3週目　小テスト①（発音，アクセント），名詞の性と数，定冠詞，不定冠詞
4週目　動詞serの直説法現在
5週目　動詞serの直説法現在，形容詞の性と数
6週目　動詞serのまとめ　　　  
7週目　小テスト②（動詞ser），動詞estarの直説法現在
8週目　動詞estarと動詞serの比較

9週目　動詞estarと動詞serの比較のまとめ
10週目　小テスト③（動詞estar），直説法現在の－ar動詞，基数
11週目　直説法現在の－ar動詞，疑問詞
12週目　直説法現在の－er動詞
13週目　直説法現在の－er動詞
14週目　直説法現在の－ir動詞
15週目　直説法現在－ar動詞，－er動詞，－ir動詞のまとめ。
31回目に期末テスト(-ar，-er，-ir)を行います。

【履修上の注意事項】
辞書は必携です。

指定学科と年次を守って下さい。
事前事後の学習に役立つeラーニング教材を用意しました。スマホやタブレットPCからの学習も可能です。授業
外でも、積極的にスペイン語学習に取り組んで下さい。

【評価方法】
小テスト　45％
期末テスト　35％
授業外学習　20％

【テキスト】
尚真貴子・福地恭子・小波津フェルナンド・又吉パトリシア著『ディエゴと日本再発見！』朝日出版社 2013年 
2,415円

【参考文献】
坂東省次著『文化と歴史で学ぶスペイン語』780円/立岩礼子・伊藤ゆかり著『スペイン語技能検定4級・5級・6
級対策問題集』1500円/立岩礼子・伊藤ゆかり・福地恭子著『スペイン語技能検定6級直前対策問題』2000円



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

スペイン語Ⅰ
担当教員 小波津 フェルナンド

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 1年次対象=日文･社文(月木3)、2～4年次対象=法律･地行･経済･環政･企シ･産情(火金2)

【授業のねらい】
4億5千万人ぐらいの人口、2０ヶ国で公用語として話されているスペイン語を楽しく、明るく学ぶ授業にします
。外国語に興味を持たせて、自分は外国語をマスター出来る！そのヒントを与えてくれる科目にしたい！！！　
スペイン語圏はこんなに面白くて、こんなに日本と違うなと思わせる授業です。但し、せっかく学ぶのであれば
、挨拶程度のレベルでは満足しないで下さい。自らの積極性はとても大切にする授業です！

【授業の展開計画】
「「授業のねらい」の続き～
スペイン語は、日本人にとって発音が易しいとも言えますが、文法的に難しい点は、動詞の活用です。そこで、
本講義では、動詞の活用を直説法現在形に絞って学習し、口頭での受け答え練習や、時には、英語との比較対照
を通して、スペイン語の文法的特徴に慣れてもらいます。また、ビデオ教材（街の風景、音楽）なども使用して
、スペイン、ラテンアメリカの社会や文化に関する話題も導入します。

1 　スペイン語の世界：　教室で使う挨拶、話す国々、使用状況
2 　スペイン語の特徴：　アルファベット・母音・子音とその発音

3 　注意に必要な綴りと発音・アクセント・疑問文と否定文　　　文化コーナー：　スペイン語圏の生活
4 　名詞の性と数・冠詞  （un amigo, una amiga, unos amigos, unas amigas）
5 　Hayの用法：不特定な人や物が存在しているかどうかを表す(英語のThere is, there are) 
6 　主語人称代名詞。　　動詞serの直説法現在（出身地、主語の特徴、職業を言う）
7 　冠詞　と　形容詞のはたらき　（名詞との関連性）　文化コーナー：　スペイン語圏の人気スポーツ
  　(この時期、さらに数字、職業、国、言語、国籍。接続詞：y (and), o (or), pero (but)を学びます。
8 　動詞estarの直説法現在：主語の居場所を表す。
9 　不定語と否定語。　　　　　　文化コーナー：　スペイン語圏の有名な人物
10 　動詞の直説法現在形（規則活用）：－ar、－erと－ir動詞　（話す、食べる、住む）
11 　前置詞、所有形容詞。　　疑問詞        　　　文化コーナー：　スペイン語圏の世界遺産
12 　時間の表し方：Que hora es?　　

13 　感嘆文、天候表現、目的格人称代名詞　文化体験コーナー：　ペルーの食文化『紫のトウモロコシ？』
14 　Gustar型動詞、比較級、最上級、不定詞を用いた命令 
15 　スペイン語Iの復習とまとめ　　　　文化コーナー：　スペイン語圏のジェスチャー
16 　期末試験

【履修上の注意事項】
ノートと辞書は必携です。外国語学習には単語の意味を知る必要が有ります。

指定学科と年次を守ってください。

【評価方法】
教科書のドリル問題やタスクの完成、中間と期末テストの成績結果、出席、授業態度（積極性、努力、居眠りは
注意されます）。

【テキスト】
朝日出版社 「ディエゴと日本再発見 ‐初級スペイン語‐」CD付 ISBN978-4-255-55058-9 C1087 Y2300E）（ス
ペイン語名：BIENVENIDOS A JAPON!）

【参考文献】
辞書一冊：電子辞書　か『スペイン語ミニ辞典』（白水社）』　又は『現代スペイン語辞典』（白水社）』　そ
れとも　『西和中辞典』（小学館）』



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

スペイン語Ⅰ
担当教員 又吉　パトリシア

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 1年次対象=経済･環政･企シ･産情(月木3)、2～4年次対象=日文･英米･社文･人福(火金2)

【授業のねらい】
この講義では、主に初めてスペイン語を学ぶ学生のためのクラスです。講義ではスペイン語の基礎を学び、役に
立つ会話を習得し、自己紹介ができるようにと目的とします。また副教材として歌やDVD教材などを利用しスペ
イン語圏の世界を紹介していきます。

【授業の展開計画】
1週目： 世界におけるスペイン語、スペイン語圏の国々、沖縄と中南米諸国との関係の紹介。あいさつ
2週目： スペイン語の特徴(アルファベット、発音、アクセント)
3週目： 名詞の性と数、定冠詞(定冠詞,不定冠詞)、数字0～10　
4週目： 主語人称代名詞、SER動詞の直接法現在形の活用
5週目： ESTAR動詞とHAY動詞の直接法現在形の活用、場所を尋ねる
6週目： 形容詞、SER動詞とESTAR動詞の比較
7週目： -ar動詞の直説法現在形の活用、前置詞
8週目： -erと-ir動詞の直説法現在形の活用、疑問詞

9週目： 時刻と日付を表す(数字：11～、曜日、月)、感嘆文
10週目：日常生活について話す（動詞の直説法現在形の復習）、天気の表現
11週目：所有形容詞、家族の紹介、縮小辞
12週目：値段の聞き方、買い物とレストランでの会話
13週目：間接目的格人称代名詞、GUSTAR型の動詞の活用、比較
14週目：口頭テストのための作文を書く、スペインの夏祭りの紹介
15週目：復習、期末テスト・回答
16週目：自己紹介また家族の紹介についての発表、前期のまとめ

【履修上の注意事項】
- 復習は必ずしてきてください（特に動詞の活用）。積極的な授業への参加が望まれます。

- 毎回テキストとノートを持参すること。また、配布されたプリント、資料を大事にファイルすること。  
- 前学期・後学期続けて同じクラスでの授業を取ることを望む。
- スペイン語IIを受講するにはスペイン語Iを合格していることを条件とする。

【評価方法】
最終評価は次の点の合計点とする:
　1) 出席(10点)　授業総時間数の1/3(10回)以上欠席した場合は単位を与えない。遅刻は欠席扱いとする。
　2) テスト(60点) 小テスト、中間及び期末テストを行う(筆記、口頭テスト)
　3) 宿題及び課題の提出（20点）
  4) 授業参加、態度(10点）

【テキスト】
『Bienvenidos a Japon!』　ディエゴと日本再発見！-初級スペイン語-
 著者：尚真貴子、福地　恭子、小波津　フェルナンド、又吉　パトリシア（朝日出版社）

【参考文献】
「ｽﾍﾟｲﾝ語ミニ辞典」宮城･宮本編　白水社￥2,800/「西和中辞典」桑名一博､他編 小学科￥5,800/「和西辞典」
有本､宮城､他 白水社￥4,500/「現代ｽﾍﾟｲﾝ語辞典」宮城､山田､他 白水社￥4,000　※ｽﾍﾟｲﾝ語電子辞書も使用可

 定価：2、300円　+　税
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２【2014年度　共通科目  外国語科目群】

スペイン語Ⅱ
担当教員 上地　リリア

対象学年 ２年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 ２～４年次対象　全学科（月木５）

【授業のねらい】
　　後期は、前期を履修した上で残りの基礎を前期と同様に学び、更に教養を広める。　講義ではテキスト、作
成プリント、ＬＬ教材を使用する。　また、ビデオを使用し、スペイン及びラテン・アメリカの事情や文化、習
慣の紹介をする。　特に、スペイン語を修得し、スペイン語圏（スペイン、中南米）の文化・習慣を知ることに
よって、相互に理解しあえるようにしたい。

【授業の展開計画】

Orientación (1) (2)

スペイン語Ｉの復習 (L.1-4) (L.5-7)

L.19 指示形容詞 / 所有形容詞

L. 8 天気 / 天候

L. 8 疑問詞

L. 9 点過去形 -ar, -er, -ir　

L. 9 月・日

復習 / 小テスト（１）

L. 10 不完了過去 -ar　

L. 10 不完了過去 -er / -ir

L. 11 未来形　

L. 12 gustar 動詞　/ 小テスト　（２）

L. 12 現在進行形

L. 13 再帰動詞

総復習

【履修上の注意事項】
スペイン語Ⅰを習得した学生。

前期、後期と続けて授業を受けることを望む。　
意欲的な授業参加を求める。

【評価方法】
テスト（３回X３＝９０点）を行う。
出席・欠席・遅刻は、総評価に（１０点）入れる。
授業を8回以上欠席した学生には、単位を与えない。

【テキスト】
Lecturas Culturales El Espanol （前期と同じ）

【参考文献】
授業の進行状況に沿った練習問題のプリントを使用する。

期末試験



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

スペイン語Ⅱ
担当教員 又吉　パトリシア

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 1年次対象=経済･環政･企シ･産情(月木3)、2～4年次対象=日文･英米･社文･人福(火金2)

【授業のねらい】
スペイン語Ⅰの続きです。前期に単位取得者もしくはそれと同等の語学力を持つものを対象にするため動詞の活
用が中心になりますが、今回は不規則動詞、再帰動詞の活用や現在進行形、現在完了形、過去形など少し複雑な
文法事項を学びます。日常会話のより高度な段階をめざし、簡単なスペイン語文書の講読が可能になるまでの語
学力の習得を目的とします。スペイン語Iと同様、副教材として歌やDVD教材などを利用し文法事項およびスペイ
ンと中南米の社会、文化事情、生活習慣を紹介していきす。

【授業の展開計画】
1週目：前期で学んだ文法項目と表現の復習　　　　　　
2週目：不規則動詞QUERERの直説法現在形の活用
3週目：不規則動詞PODERの直説法現在形の活用
4週目：不規則動詞TENERの直説法現在形の活用
5週目：不規則動詞IRの直説法現在形の活用
6週目：SABERとCONCER動詞の現在形の活用と違い
7週目：助動詞のまとめと規則と不規則動詞の直説法現在形の活用の復習
8週目：再帰動詞の直説法現在形の活用

9週目：一日の行為について語る、現在分詞、直説法現在形進行形
10週目：スペイン語圏の国々クリスマスとお正月行事、習慣の紹介　　　
11週目：過去分詞、直説法現在形完了形
12週目：直説法点過去形の活用
13週目：直説法線過去過去の活用
14週目：口頭テストのための作文を書く、期末テスト・回答
15週目：スペイン及びラテンアメリカの映画の紹介、命令形
16週目：前期と後期で学んだ文法項目と表現の復習とまとめ

【履修上の注意事項】
- 復習は必ずしてきてください（特に動詞の活用）。積極的な授業への参加が望まれます。

- 毎回テキストとノートを持参すること。また、配布されたプリント、資料を大事にファイルすること。
- 前学期・後学期続けて同じクラスでの授業を取ることを望む。
- スペイン語IIを受講するにはスペイン語Iを合格していることを条件とする。

【評価方法】
最終評価は次の点の合計点とする:
　1) 出席(10点)　授業総時間数の1/3(10回)以上欠席した場合は単位を与えない。遅刻は欠席扱いとする。
　2) テスト(60点) 小テスト、中間及び期末テストを行う(筆記、口頭テスト)
　3) 宿題及び課題の提出（20点）
  4) 授業参加、態度（10点）

【テキスト】
『Bienvenidos a Japon!』　ディエゴと日本再発見！-初級スペイン語-
 著者：尚真貴子、福地　恭子、小波津　フェルナンド、又吉　パトリシア（朝日出版社）

【参考文献】
「ｽﾍﾟｲﾝ語ミニ辞典」宮城･宮本編　白水社￥2,800/「西和中辞典」桑名一博､他編 小学科￥5,800/［和西辞典］
有本､宮城､他 白水社￥4,500/「現代ｽﾍﾟｲﾝ語辞典」宮城､山田､他 白水社￥4,000　※ｽﾍﾟｲﾝ語電子辞書も使用可

 定価：2、300円　+　税
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スペイン語Ⅱ
担当教員 赤嶺　恭子

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 １年次対象　英米（月木３）、法律・地行・人福（月木４）

【授業のねらい】
スペイン語Iで学んだ文法事項を反復練習しながら新しい事項を学んでいきます．また，スペイン語IとIIで習得
した表現を用い，旅行や留学先などで簡単なコミュニケーションが行える力をつけていきます．この講義内容は
文部科学省認定スペイン語技能検定5級の出題範囲です．検定試験は春と秋に実施されますので，履修後は積極
的に受験して下さい．週１回，CALL教室を使用する予定です．CALL教室では，ビデオレター交換，動画作成とい
った様々なアクティビティを行い，スペイン語力の向上を目指します．

【授業の展開計画】
1週目　スペイン語Iの復習①，時刻の表現
2週目　スペイン語Iの復習②，hayの用法，動詞estarと動詞hayの比較, 所有格形容詞 
3週目　gustar型動詞，目的格人称代名詞
4週目　gustar型動詞
5週目　直説法現在の不規則動詞querer①
6週目  直説法現在の不規則動詞querer②
7週目  中間テスト
8週目　直説法現在の不規則動詞ir①

9週目  直説法現在の不規則動詞ir②
10週目 直説法現在の不規則動詞tener①
11週目 直説法現在の不規則動詞tener②
12週目 直説法現在の不規則動詞poder,saber,conocer
13週目 直説法完了過去の規則動詞と不規則動詞
14週目 再帰動詞
15週目 現在分詞，現在分詞の用法,過去分詞，現在完了形，命令形
31回目 期末テスト

【履修上の注意事項】
スペイン語Iを履修済みであることが望ましい．

指定学科と年次を守って下さい．
事前事後の学習に役立つeラーニング教材を用意しました。スマホやタブレットPCからの学習も可能です。授業
外も、積極的にスペイン語学習に取り組んで下さい。

【評価方法】
中間テスト 25％
期末テスト 25％
課題　25％
授業外学習 25%

【テキスト】
尚真貴子・福地恭子・小波津フェルナンド・又吉パトリシア著『ディエゴと日本再発見！』朝日出版社 2013年 
2,415円

【参考文献】
高橋覚二著『テーブル式基礎スペイン語便覧』2300円/立岩礼子・伊藤ゆかり著『スペイン語技能検定4級・5級
・6級対策問題集』1500円/立岩礼子・伊藤ゆかり・安田圭史著『スペイン語技能検定5級直前対策問題』2000円
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スペイン語Ⅱ
担当教員 小波津　フェルナンド

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 1年次対象=日文･社文(月木3)、2～4年次対象=法律･地行･経済･環政･企シ･産情(火金2)

【授業のねらい】
基礎スペイン語Ｉの続きです。スペイン語の基礎表現を発信できることは目標にします。コミュニケーションが
無ければ外国語の学習の意味とは？を課題に授業展開します。
スペイン語の複雑な文法事項に負けす、基礎スペイン語１と同様、適宜に視覚教材などを使用します。言語の学
習と並行して、スペイン語圏世界の社会や文化事情に関するビデオ映像（ドキュメンタリー、映画）なども可能
な限り鑑賞します。最終目標はスペイン語の特徴を理解する、基礎表現を言える、さらに色々を学びたい！

【授業の展開計画】
1  前期の表現と文法の復習　(Hola!, Que tal? Como estan?)
2  語根母音変化動詞 I: 欲する (querer)、出来る(poder)動詞　文化コーナー：　スペイン語圏への旅
3  所有を表す表現：tener 
4  未来を表す表現　（ir動詞、未来形の代用）：Voy a comer con mis amigos en un restaurante.
5  前置詞：a, de, en, con, por, paraを学ぼう！
6  Saberとconocer動詞、関係代名詞　　文化コーナー：　スペイン語圏の人物『ドン・キホーテ』
7  普段は何をしていますか？：日用生活を説明する。　　疑問詞
8  語幹母音変化動詞　I　　　　　　　　　　　　文化コーナー：バルセロナの世界遺産

9  再起動詞　（立つ、起きる）日用生活：朝から晩までの行動を説明する
10  現在分詞（進行形）・過去分詞　（現在完了）　　　　文化コーナー：スペイン語圏の博物館
11  過去の表現。　　点過去：『～した』　　・　線過去：『～していた、～なのだが』
12  未来形：『～するだろう、～だろうか』
13  過去未来形：『～しただろう』　　　　文化コーナー：スペイン語圏の食文化II
14  条件文（もしも～なら、～だ）。　　　表現力を増やす
15  スペイン語IIの復習とまとめ
16  期末試験

【履修上の注意事項】
ノートと辞書は必携です。外国語学習には単語の意味を知る必要が有ります。

指定学科と年次を守ってください。

【評価方法】
教科書のドリル問題やタスクの完成、中間と期末テストの成績結果、出席、授業態度（積極性、努力、居眠りは
注意されます）。

【テキスト】
朝日出版社 「ディエゴと日本再発見 ‐初級スペイン語‐」CD付 ISBN978-4-255-55058-9 C1087 Y2300E）（ス
ペイン語名：BIENVENIDOS A JAPON!）

【参考文献】
辞書一冊：電子辞書　か『スペイン語ミニ辞典』（白水社）』　又は『現代スペイン語辞典』（白水社）』　そ
れとも　『西和中辞典』（小学館）』
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スペイン語Ⅲ
担当教員 上地　リリア

対象学年 ２年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 ２～４年次対象　全学科（火金２）

【授業のねらい】
スペイン語　Ⅰ・Ⅱ の基礎を復習した後に、ラテン・アメリカの事情を題材にした易しい読み物をテキストと
して見聞を拡充し、音楽やスペイン語検定試験の問題などを用いて関心を高める。　ビデオを使用し、スペイン
及びラテン・アメリカの事情や文化、習慣の紹介をする。

【授業の展開計画】

Orientación (1) (2)

スペイン語 I-II の復習 (１)（２）

L. 9, 11 (過去形、未来形）の復習　

L.12, 14 (進行形、再起動詞）の復習　　　　　　　　　　　　　　

会話（１）　　

L.15 不規則動詞現在形

L.15 比較級　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

小テスト（１）

L.16 不規則動詞点過去形　

L.16 過去未来

L.16 目的語代名詞

L.17 形容詞 / 会話（２）

L.18 詞の講読

L.19 感嘆文

L.20 関係代名詞 / 総復習

【履修上の注意事項】
二重登録のないように注意してください。

スペイン語Ｉ、II　を習得済みの学生。

【評価方法】
テスト（２回）を行う。
発音、会話のオーラルチェックを行う。
出席・欠席・遅刻は、総評価に入れる。
授業を8回以上欠席した学生には、単位を与えない。

【テキスト】
Lecturas Culturales El Espanol（Yasui Yuuichi)

【参考文献】
授業の進行状況によって作成したプリントを使用します。

オーラルテスト（２）
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スペイン語Ⅳ
担当教員 上地　リリア

対象学年 ２年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 ２～４年次対象　全学科（火金２）

【授業のねらい】
後期は、前期を履修した上でテキストの残りを、前期と同様に学び、更に教養を深める。また、ビデオを用いて
、スペイン及びラテン・アメリカの事情や文化、習慣を紹介することによて、記憶に残る教養を身に付けたい。

【授業の展開計画】

Orientación (1) (2)

スペイン語 III の復習

L.11 不規則動詞未来形の複数　

L.12 接続法現在（１）（２）

L.14 不規則命令形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

L.14 接続法過去

復習

小テスト（１）

L.15 不規則比較級

L.16 不規則過去未来

L.20 縮小語と増大語

L.21 現在分詞の用法

L.22 再起動詞の不規則

L.22 現在完了

総復習

【履修上の注意事項】
前期、後期と続けて授業を受けることを望む。

スペイン語 I、II、IIIを取得済みの学生。
継続は力なり。

【評価方法】
テスト２回行う。
発音、会話のオーラルチェックを行う。
出席・欠席・遅刻は、総評価に入れる。
授業を8回以上欠席した学生には、単位を与えない。

【テキスト】
Lecturas Culturales El Espanol 共者「Yuuichi Yasui」弘学社　2,000円　

【参考文献】
作成したプリントを使用します。

オーラルテスト（２）
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中国語Ⅰ
担当教員 -顔　瑾

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 全学科（全学年）対象 （月木５）

【授業のねらい】
中国語初級レベルの会話力を身につけ、実際に応用できる中国語の習得を目指します。
正しい発音のマスターに重点を置き、声調と発音の練習を重ね、初心者でも正確に発音できるように指導します
。教科書を使い、聞く・話す・読む・書く訓練を繰り返し、基本文型、会話力をしっかり修得することを目標と
します。また、異文化への理解を深めるために中国の生活習慣や社会文化も紹介します。

【授業の展開計画】
週２回の授業があります。
１．オリエンテーション、中国語について
２．中国語の発音①　声調、音節
３．中国語の発音②　母音
４．中国語の発音③　子音①
５．中国語の発音④　子音②
６．発音のまとめ・復習
７．名前の言い方、人称代名詞

８．動詞「是」、助詞「的」
９．基本文型Ｓ＋Ｖ＋Ｏ
１０．希望や願望を表す助動詞「想」、動詞「有」
１１．動詞「在」、方向位置と場所を表す言葉
１２．数の言い方、お金の言い方など
１３．年月日、曜日の言い方、年齢の言い方など
１４．量詞、動詞の重ね型
１５．時刻の言い方、「了」の使い方①
１６．復習、期末テスト

【履修上の注意事項】
このクラスは全学年、全学科の学生が登録可能です。中国語に興味を持ち、積極的に取り込む学生を歓迎します

。

【評価方法】
全学すべての中国語Ｉの共通テスト（※１）６０％
本クラスでの評価（※２）４０％
※１．発音の習得を確認するために、全学すべての中国語Ｉクラスに共通の「ピンイン習得度テスト」
※２．本クラスの豆テストや期末テスト及び出席など、総合して評価します。

【テキスト】
『しゃべっていいとも　中国語』朝日出版社

【参考文献】
講義中に適宜紹介します。



第 学年

週 授　　業　　の　　内　　容 週 授　　業　　の　　内　　容
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１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

中国語Ⅰ
担当教員 -金田　知子

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 １年次対象　日文（月木３）、人福（月木４）

【授業のねらい】
　本授業では、まず中国語の発音構造を理解させ、基本語彙、表現を繰り返し、練習を行います。また、基本的
な文法項目を理解させた上、簡単な会話や自己紹介などができることを目指します。
　初めて中国語を学ぶ人でも楽しめるレッスンであるように心がけ、講義を進めながら、中国人のものの考え方
、生活習慣などを紹介し、中国語を習得すると共に異文化理解を深めていくことも目標とします。
　但し、平成26年度より、全校中国語Ⅰ・Ⅱを選択した学生対象に「統一試験」が行われることになります。こ

【授業の展開計画】
＊習熟度により多少変更あり。

発音（一） 応用・小テスト

復習・練習 第４課　上海

発音（二） 復習・練習

復習・練習 応用・小テスト

発音（三） 第５課　上海の夜景

復習・練習 復習・練習

ピンインテスト 応用・小テスト

第１課　中国の大学のキャンパスでの出会い 第６課　公園

復習・練習 復習・練習

応用・小テスト 応用・小テスト

第２課　北京の街 第７課　北京のうまいもの

復習・練習 復習・練習

応用・小テスト 応用・小テスト

第３課　万里の長城へ行く 総復習

復習・練習 期末試験

【履修上の注意事項】
①中国語を学ぶ第一歩は発音である。発音を正確的にできるためには、声を出すことが要求される。

②毎課ごとに小テストがある。
③遅刻、授業中の携帯電話の使用、私語等が禁じされる。
④原則として追加試験、再試験は実施しない。
⑤指定学科と年次を守って下さい。

【評価方法】
習得度測定テスト(全校統一テスト)　　60％
小テスト　　　　　　　　　　　　　　20％
出席状況　　　　　　　　　　　　　　20％

【テキスト】
『 入門　リアルタッチ中国 』　遠籐光暁　監修　衛榕群・汪暁京　著　　朝日出版社

【参考文献】
『北京の街角で』(本校CALL教室)

の統一試験の結果で「可」が決まります。

応用・小テスト



第 学年

週 授　　　　　業　　　　　の　　　　　内　　　　　容
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１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

中国語Ⅰ
担当教員 -児玉　啓子

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 １～４年次対象：社文（月木３）

【授業のねらい】
　まず、中国語普通話の発音記号を修得し、それから教科書を中心に、中国語簡体字や文法項目を学習します。
最終的に、600～700語の中国語単語と40項目の文法事項を修得した上、自己紹介や基本的な会話をマスターする
ことを目標とします。授業はパソコン教室でのCALLシステムを応用した授業と一般教室での授業を交替した形で
行います。従来の語学学習の内容に中国語漢字の入力訓練やウェブ教材の内容を取り入れ、単語の読み書き訓練
を強化し、会話の修得と共に、学習内容の幅を広げ、中国の社会や文化への理解を深めることがねらいです。

【授業の展開計画】
基本技能（発音、ピンインの読み書き、声調）の習得を優先的に学習します。
次に教科書に沿って会話練習や中国語の構造について解説します。
習得が遅い学生も、学期末には全員が同等の習得レベルになるようにします。
簡単な会話ができるようにがんばりましょう。

オリエンテーション　（成績評価の詳細、学習上の心得、ウェブ問題の紹介）

中国語とは　①中国の概況　地理、歴史、民族、言語　②簡体字について　③発音記号について

中国語の発音Ⅰ　①声調　②単母音　③入力練習

中国語の発音Ⅱ　①複合母音　②子音　③発音練習

中国語の発音Ⅲ　①鼻母音　②軽声　③声調の変化　④入力訓練

中国語の発音Ⅳ　発音編総復習

第1課　第2課

第3課　第4課

総復習

第5課　第6課

第7課　第8課

総復習

ウェブ問題　質疑応答

模擬試験　中国語発音に関する習熟度テスト

学期末試験

【履修上の注意事項】
指定学科と年次を守って下さい。

優先順位は、1年次、4年次、2年次、3年次の順になります。

【評価方法】
　主にウェブ上のクイズと期末試験を中心に成績評価を行いますが、教科書の各課の口頭テスト（読み）の
正確さも重要な加点となります。学期末には単語のピンイン（発音、声調）の統一テストが行われます。そのテ
ストで６０点以上の成績を取得することが最低限必要です。

【テキスト】
『簡明　基礎中国語』　高山乾忠　（白帝社）

【参考文献】
クラス内で適宜紹介します。

総復習



第 学年

週 授　　　　　業　　　　　の　　　　　内　　　　　容
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１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

中国語Ⅰ
担当教員 -田添　暢彦

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 １年次対象　経済・環政（月木３）、地行（月木４）

【授業のねらい】
中国語の音声に慣れ、ピンイン表記を正確に習得し、基礎語彙と文法の基本事項の習得を目指す。

【授業の展開計画】
読む・書く・話す・聞くの４技能のバランスよい習得を目指します。受講者はほぼ毎回発言の機会があります。

導入と動機付け。中国語の概要、中国語を学ぶメリットとは？

ピンイン表記と発音（１）あいさつ表現

ピンイン表記と発音（２）自己紹介　

ピンイン表記と発音（３）「これは私の本です」

ピンイン表記と発音の総まとめ　前半の総復習

「我が家は３人家族です」

「私は１０月２日生まれです」

年月日、曜日の言い方　語気助詞「了」　疑問詞「多」

「今、１２時半です」

時間を表す語句　連動文　完了を表す「了」　動作の持続時間

「我が家は東京にあります」

場所を表す指示代名詞　存在を表す「在」　介詞

「私は日本食が好きです」

動詞「喜歓」　部分否定を表す「不太」過去の経験を表す「過」離合詞　動詞の重ね型

前期のまとめ　テスト前の質問タイム

【履修上の注意事項】
中国語Ⅰの単位が取得できなかった人は後期の中国語Ⅱを履修できないので注意すること。

【評価方法】
学期末の試験および授業での取り組みを総合的に評価しますが、全クラス共通の「ピンイン習得度テスト」に合
格しないと、どんなに受講態度が良好でも「不可」になります。３分の1以上欠席すると不可になります。

【テキスト】
開講時に指示します。

【参考文献】
木村英樹（１９９６）『中国語はじめの一歩』ちくま新書　
相原茂ほか共著（１９９６）『Why?にこたえる中国語のはじめての文法書』同学社
白井恭弘　『外国語学習に成功する人、しない人』岩波科学ライブラリー　岩波書店

学期末テスト



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

中国語Ⅰ
担当教員 車　莉莉

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 １年企シ・産情（月木３）、２～４年英米・経済・環政・法律・地行（月木４）

【授業のねらい】

【授業の展開計画】

【履修上の注意事項】

【評価方法】

【テキスト】

【参考文献】



第 学年２【2014年度　共通科目  外国語科目群】

中国語Ⅰ
担当教員 -張　維　真

対象学年 ２年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 ２～４年次対象　法律・地行・経済・環政・企シ・産情（火金２）

【授業のねらい】

【授業の展開計画】

【履修上の注意事項】

【評価方法】

【テキスト】

【参考文献】



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

中国語Ⅰ
担当教員 島袋　直樹

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 １年次対象　英米（月木３）、法律（月木４）

【授業のねらい】
このクラスは、はじめて中国語を学ぶ学生を対象とし、聞いて話せる実用的な中国語の習得を目指す。
「読み」「書き」「聞く」「話す」の基礎的な学習を行うが、前期では特に発音と声調（イントネーション）の
習得に重点をおく。初学者でも正確な発音ができるように一つずつ積み重ねながら指導していく。
簡単な会話ができるように基本語彙と基本文型を習得する。
インターネットなどを使って中国文化への関心と理解を深めていくようにする。

【授業の展開計画】
第１週：授業のガイダンス、第１課から第３課（発音「母音」、「声調」）
第２週：第１課から第３課（発音「母音」、「声調」）
第３週：第１課から第３課（発音「母音、子音」、「声調」）
第４週：第１課から第３課（発音「母音、子音」、「声調」）、発音の総復習
第５週：第４課（挨拶、数字など）
第６週：第６課（名前の尋ね方と答え方など）
第７週：第５課（動詞述語文、形容詞述語文、主述述語文など）
第８週：第５課

第９週：第５課
第10週：第７課（動詞「是」、「的」の使い方など）
第11週：第８課（動詞「在」、方位詞など）
第12週：第８課
第13週：第９課（名詞述語文、月日・曜日・時間の言い方など）
第14週：第９課
第15週：復習
第16週：復習、テスト

【履修上の注意事項】
発音や声調のチェック、基本文の暗誦など声を出すことが求められる。遅刻、欠席はしないこと。

指定学科と年次を守って下さい。

【評価方法】
「習得度測定テスト１」６０％、「発音チェック」４０％とし、「出席・授業態度（積極的参加、努力）」など
を加味して評価する。

【テキスト】
授業において説明する。

【参考文献】
必要に応じて授業中に紹介する。



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

中国語Ⅱ
担当教員 -顔　瑾

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 全学科（全学年）対象　（月木５）

【授業のねらい】
前期に引き続き、中国語初級レベルの会話力を身につけ、実際に応用できる中国語の習得を目指します。
 前期で学習したポイントを復習・強化しながら、正確な発音の定着、初級レベルの短文の理解と作文、日常会
話によるコミュニケーションができることを目標とします。更に、中国語検定試験に向けて、練習や模擬問題を
講義中に取り込み、中国語検定試験４級レベルの合格を目指します。

【授業の展開計画】
週２回の授業があります。
１．オリエンテーション、前期の復習
２．時間の長さの言い方、「了」の使い方②
３．助動詞「可以」、「能」など
４．助動詞「会」など
５．２重目的語をとる動詞など
６．経験を表す動詞「過」など
７．助動詞「得」など

８．まとめ、復習
９．結果補語、様態補語
１０．比較表現など
１１．方向補語①
１２．方向補語②、「把」構文
１３．程度補語、可能補語
１４．受け身表現など
１５．使役表現など
１６．復習、期末テスト

【履修上の注意事項】
中国語Iを履修済みか同等以上レベルの学生を対象とします。このクラスは全学年、全学科の学生が登録可能で

す。

【評価方法】
全学すべての中国語IIの共通テスト（※１）６０％、本クラスでの評価（※２）４０％
※１．後期で「ピンイン習得度テスト（後期用）」を前期と同様に行います。また、「基本文型理解度テスト」
を１月末に行います。
※２．本クラスの豆テストや期末テスト及び出席など、総合して評価します。

【テキスト】
『しゃべっていいとも　中国語』　朝日出版社

【参考文献】
講義中に適宜紹介します。



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

中国語Ⅱ
担当教員 車　莉莉

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 １年企シ・産情（月木３）、２～４年英米・経済・環政・法律・地行（月木４）

【授業のねらい】

【授業の展開計画】

【履修上の注意事項】

【評価方法】

【テキスト】

【参考文献】



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

中国語Ⅱ
担当教員 島袋　直樹

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 １年次対象　英米（月木３）、法律（月木４）

【授業のねらい】
このクラスは、中国語Ⅰを履修した者あるいは同等以上の能力を有する者を対象に、聞いて話せる実用的な中国
語の習得を目指す。正確な発音と声調の定着を目指すとともに、「読み」「書き」「聞く」「話す」の基礎的な
学習事項を進めていく。

【授業の展開計画】
第１週：授業のガイダンス、前期の復習
第２週：前期の復習
第３週：第10課（動詞「有」、人やモノの数え方など）
第４週：第11課（「１００」以上の数字、お金の数え方など）
第５週：第12課（動態助詞など）
第６週：第13課（動態助詞、選択疑問文など）
第７週：第13課
第８週：第14課（前置詞など）

第９週：第15課（「ちょっと・・・する」の言い方など）
第10週：第16課（助動詞、補語など）
第11週：第16課
第12週：第17課（補語など）
第13週：第17課
第14週：第18課（「・・・ている」の言い方など）
第15週：第18課、復習
第16週：復習、テスト

【履修上の注意事項】
中国語Ⅱは中国語Ⅰを履修済み、或いは、習得度測定テスト１の結果が６０％以上の学生が登録できる。

発音や声調のチェック、基本文の暗誦など声を出すことが求められる。遅刻、欠席はしないこと。
指定学科と年次を守って下さい。

【評価方法】
「習得度測定テスト２」６０％、「発音チェック」４０％とし、「出席・授業態度（積極的参加、努力）」など
を加味して評価する。

【テキスト】
授業において説明する。

【参考文献】
必要に応じて授業中に紹介する。



第 学年２【2014年度　共通科目  外国語科目群】

中国語Ⅱ
担当教員 -張　維　真

対象学年 ２年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 ２～４年次対象　法律・地行・経済・環政・企シ・産情（火金２）

【授業のねらい】

【授業の展開計画】

【履修上の注意事項】

【評価方法】

【テキスト】

【参考文献】
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１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

中国語Ⅱ
担当教員 -田添　暢彦

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 １年次対象　経済・環政（月木３）、地行（月木４）

【授業のねらい】
前期に習得した事項を確認しながら、中国語を読み、書き、話し、聞く能力の向上をはかる。現代中国事情に
も可能な限り触れ、最終的に受講者がそれぞれの専攻に関連する事柄を辞書を引きながら独力で調べられるよう
になることを目指す。

【授業の展開計画】
週２回の授業のうち以下にカギ括弧を付した「基本フレーズ」を中心とした会話練習と文法項目の整理を交互に
行う。途中幾度か復習のみの授業をもうけ知識の定着をはかる。

前期の復習

「北京の冬は東京より寒い」

「私たちは先生と一緒に中国に行きたい」

動作の回数　動詞「打算」　助動詞「想」　「どこ」を表す表現

「私も入って見てみたい」

方向補語（１）　「是不是」の疑問文　兼語文に用いられる「請」　など

「私は中華料理を作っています」

動作の進行の表し方　動詞＋給　結果補語など

前半のまとめ

「このフレーズが翻訳できない」

可能を表す助動詞　方向詞　「行不行」「一下」など

「宿題を提出してください」

「把」文型　方向補語（２）助動詞「要」

「左に曲がってまっすぐ行けばつきます」

「もうすぐテストです」

【履修上の注意事項】
前期に中国語Ⅰの単位を認定されなかった人は後期の中国語Ⅱを履修できないので注意してください。

【評価方法】
前期と同様の「ピンイン習得度テスト」を行います。また、「基本文系理解度テスト」を1月末に行います。こ
れらのテストに合格しなければ「不可」となります。

【テキスト】
前期のテキストを継続して使用します

【参考文献】
木村英樹（１９９６）『中国語はじめの一歩』ちくま新書
相原茂・石田知子・戸沼市子 共著(１９９６)『Why?にこたえる はじめての 中国語の文法書』  同学社
白井恭弘　『外国語学習に成功する人、しない人』岩波科学ライブラリー　岩波書店

学期末試験



第 学年

週 授　　業　　の　　内　　容 週 授　　業　　の　　内　　容

1 17

2 18

3 19

4 20

5 21

6 22

7 23

8 24

9 25

10 26

11 27

12 28

13 29

14 30

15 31

16

１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

中国語Ⅱ
担当教員 金田　知子

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 １年次対象　日文（月木３）、人福（月木４）

【授業のねらい】
本授業は中国語Ⅰの引き続きです。発音の練習を繰り返しながら基本的な文法項目を理解し、簡単な会話や自己
紹介など短い文章作成ができることを目標とします。また、中国語検定試験４級に合格を目指して模擬問題を取
り組んで練習する予定です。
 中国語を習得すると共に異文化理解を深めていくことも目標とします。
 後期では、「ピンイン習得度テスト」を前期と同様に行います。また、「基本文型理解度テスト」を１月末に

【授業の展開計画】
＊習熟度により多少変更あり。

前期の復習 伝統的音楽鑑賞

第８課　中秋節と月餅 第13課　伝統的結婚式

復習・練習 復習・練習

応用・小テスト 応用・小テスト

第９課 故宮を見学 第14課　北京の交通

復習・練習 復習・練習

応用・小テスト 応用・小テスト

第10課　北京の四合院 第15課　中国の初詣

復習・練習 復習・練習

応用・小テスト 応用・小テスト

第11課　春節 中国語検定試験模擬テスト

復習・練習 中国語検定試験模擬テスト回答

応用・小テスト 総復習１

第12課　伝統的民族音楽 総復習２

復習・練習 期末試験

【履修上の注意事項】
①履修者は中国語Ⅰの単位を取得したものに限る。

②毎課ごとに小テストがある。
③遅刻、授業中の携帯電話の使用、私語等が禁じされる。
④原則として追試験、再試験は実施しない。
⑤指定学科と年次を守って下さい。

【評価方法】
習得度測定テスト(全校統一テスト)    60％
小テスト                            20％
出席状況                            20％

【テキスト】
『 入門　リアルタッチ中国 』　遠籐光暁　監修　衛榕群・汪暁京  著   朝日出版社

【参考文献】
『北京の街角で』(本校CALL教室)

全校で行います。

応用・小テスト
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１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

中国語Ⅱ
担当教員 -児玉　啓子

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 １～４年次対象：社文（月木３）

【授業のねらい】
　一年間を通して、中国語の基礎力を養います。前期に引き続き、中国語の発音、イントネーション（声調）を
マスターし、基礎レベルの構文に習熟することにより、基本的な会話ができるようにします。
最終的には中国語検定試験四級～三級レベルに到達できることを目標とします。
　

【授業の展開計画】

後期の授業計画について　前期の復習　

第９課　第１０課

小テスト　プリント　

第１１課　第１２課

小テスト　プリント

総合復習

復習および読解（プリント併用）　

復習および読解）

小テスト　プリント

復習と読解（プリント併用）

小テスト　プリント

復習と読解（プリント）

復習と読解　

読解　　習熟度テスト（単語の発音、基本文型の日文中訳、中文日訳など）

読解　

【履修上の注意事項】
中国語Ⅰを履修済みか、あるいはウェブ上の「習得度測定テスト１」の結果が60%以上の学生は登録できます。

登録は１年、４年、３年、２年の順になります。

【評価方法】
基本的に、ウェブ上の「習得度測定テスト２」の結果が６０％以上の学生が単位認定の対象となります。（評価
は可）。習熟度測定テストの構成は主に、１　pinyinの習熟度、２　声調の聞き取り、３　基本語彙、４　基本
文型となっています。４０％は、授業への積極的な参加、各テストの点数、本文の読み方（声調、発音などが正
しく読めているか）、小テストの点数、課題などの点数、期末試験の点数を総合的に評価します。（良、優）

【テキスト】
簡明　基礎中国語　白帝社　高山乾忠著

【参考文献】
授業中に、適宜紹介します。

復習　期末テスト
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２【2014年度　共通科目  外国語科目群】

中国語Ⅲ
担当教員 兼本　敏

対象学年 ２年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 ２～４年次対象　全学科（火金２）

【授業のねらい】
本講義は基礎中国語を履修した学生を対象としている。授業では初習段階での復習で発音や聴解力を深める。
具体的な目標として学内中国語スピーチコンテストへの原稿作りができるレベル、中国語検定４～３級の作文力
と読解力を目指す。

【授業の展開計画】
本講義は週二回の講義形態で、15週（30回）＋学期末試験（１回）により構成される。
下記の文法項目の学習を交えながら講義（文法解説、語彙解説）と問題を解説する。

自己紹介とオリエンテーション

習得度測定テスト　分析と結果

疑問詞　動詞構文

疑問文　名詞構文

疑問文の総復習　形容詞構文

数詞・助数詞

副詞（場所・時間・方法・様態）

副詞（場所・時間・方法・様態）

連動文　助動詞

完了の“了”　と　変化の“了”

経験を表す構文

強調構文

補語（結果・方向・可能）

比較の文型

総復習

【履修上の注意事項】
中国語１・２が履修済みであること。

中国語スピーチコンテストに参加するための訓練を行う。

【評価方法】
主に学期末の期末試験の成績を基準に成績評価を行うが、中国語スピーチコンテストの取り組みや諸課題の提出
状況、さらに、出席状況、学習態度なども加味する。

【テキスト】
講義初日に決定する。
　候補：「合格る中国語」・「ゼロから学ぶ中国語」・「中国語つぎへの一歩」

【参考文献】
辞書、その他、参考書や検定試験問題集

試験
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２【2014年度　共通科目  外国語科目群】

中国語Ⅳ
担当教員 兼本　敏（金２）

対象学年 ２年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 ２～４年次対象　全学科（火金２）

【授業のねらい】
本講義は実社会で使われる中国語表現（口語会話）以外にEメールの書き方などを修得する。また、検定試験の
回答を通して語彙力を高める。Webによる中国語のサイトを検索し、中国文化や現代社会の出来事を調べる能力
を培う。

【授業の展開計画】
本講義は週二回の講義形態で構成される。後期前半はスピーチコンテストの準備練習を中心におこなう。火曜日
は教科書と検定試験などの過去問を回答、解説を行う。金曜日は適宜にWebを使った検索課題をあたえる。

オリエンテーション

中国語スピーチコンテスト指導

中国語スピーチコンテスト指導

既習事項の総復習

作文：自己紹介

会話：自己紹介

作文：日本の文化を紹介する

作文：日本の文化を紹介する

会話：日本の文化を紹介する（口頭発表）

会話 :  日本の文化の紹介する （口頭発表）

検索課題の選択

検索結果の発表準備

検索結果の口頭発表

模擬試験（聴解）

模擬試験（長文読解）

【履修上の注意事項】
中国語１・２が履修済みであること。

中国語スピーチコンテストに参加する準備を行う。

【評価方法】
主に学期末の期末試験の成績を基準に成績評価を行うが、中国語スピーチコンテストの取り組状況、
さらに、教室内で中国語による会話への参加頻度、出席状況、学習態度なども加味する。

【テキスト】
中国語Ⅲで決定した教科書を継続使用

【参考文献】
辞書　
検定問題集など

学期末試験



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

ドイツ語Ⅰ
担当教員 漆谷球美子（月）、クラウス・フランケ（木）

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 【年次・学科指定】１年次　法律・地行（月木４）

【授業のねらい】
この授業は､現代口語ドイツ語をはじめて学習する学生を対象としています｡
ドイツ語の基本構造を理解し、読み、書き、聴き、話すの習得を目指す。特に、ドイツ語の発音ができるようの
なることに重点を置きます。口頭による練習が中心になります。間違って発音してもあたりまえだと思って､声
を出してください｡　また、ドイツ事情、ドイツ文化を知ることも重要です。

【授業の展開計画】
1週：　 担当者の自己紹介　授業に関するガイダンス、Das Alphabet
 2週：　発音、　　母音、二重母音
 3週：　発音、　　子音
 4週：　Lektion１　自己紹介 Selbstvorstellung  現在人称変化：　規則動詞・sein
 5週：　Lektion１　疑問詞のある疑問文、Ja/Neinで答える疑問文　　　　　　　　　　　              　
 6週：　Lektion２　余暇　Freizeit  現在人称変化：　不規則変化動詞・haben 　　　　　　　　　　　　　 
 7週：　Lektion２　否定疑問文の用法、動詞の名詞化、語順 
 8週：　Lektion２　否定詞、1・２課のまとめ(動詞の人称変化を中心に)　　　　　　　　　　　　　  　    

9週：　Lektion３　持ち物　Gegenstände  名詞の性、定冠詞、不定冠詞　
10週：　Lektion３　否定冠詞、所有冠詞
11週：　Lektion３　人称代名詞の1格と4格、名詞の複数形　
12週：　Lektion４　家族　Familie　格変化　
13週：　Lektion４　人称代名詞の3格　　　　
14週：　Lektion４　否定詞nichtと否定冠詞kein　
15週：　３課、４課のまとめ（名詞の格変化を中心に)
16週：　期末試験

【履修上の注意事項】
ドイツ人と日本人のチームで授業をします。学科指定をまもってください。しかし、登録者がアンバランスの場

合、クラス間で調整します。テキストと『独和辞典』を持って出席すること｡　
 発音になれるため、授業の前にテキストについているCDを聞いておいてください｡
また、適時、授業中に小テストをおこなうこともあります。

【評価方法】
出席と課題、小テスト、期末試験で評価する｡

【テキスト】
『入門ドイツ語プラクティッシュ』(三修社)　　9784384122633(ＩＳＢＮ）

【参考文献】
独和辞典：　エクセル独和辞典(郁文堂)、アポロン独和辞典(同学社)、アクセス独和辞典(三修社)など。
　　　　　　いずれかを用意してください。
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２【2014年度　共通科目  外国語科目群】

ドイツ語Ⅰ
担当教員 -東江　貴子

対象学年 ２年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 【年次・学科指定】２・３・４年次　全学科 （火金２）

【授業のねらい】
正しく発音が出来ること。人称代名詞を覚え、規則動詞の人称変化が正しくできるようになること。不規則動詞
のsein動詞とhaben動詞は正しく覚え、基礎知識をつかむこと。

【授業の展開計画】

登録ガイダンス、発音、挨拶、Selbstvorstellung自己紹介

規則動詞と不規則動詞seinの現在人称変化

規則動詞、否定詞nicht

規則動詞と疑問文

不規則動詞

不規則動詞、否定疑問文の用法

規則動詞と不規則動詞現在人称変化のまとめ

前期中間試験

名詞の性

定冠詞と不定冠詞１格４格

不定冠詞類、所有冠詞

人称代名詞

定冠詞類

数字、買い物、注文

人称代名詞格変化まとめ、指示代名詞、keinとnicht

【履修上の注意事項】
登録期間内にテキストを購入し、可能なら辞書を持参の上、併用してご活用ください。

登録期間は出席して下さい。登録者が多い場合、登録期間に出席した学生を優先します。

【評価方法】
出席状況、授業内での課題、自主学習課題提出などは重視します。試験の点数は大学の規定に添って成績評価し
ます。

【テキスト】
入門ドイツ語プラクティッシュPraktisch.de（ＣＤ付き）2.700円＋税　三修社

【参考文献】

前期期末試験



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

ドイツ語Ⅰ
担当教員 吉井巧一（月）、クラウス・フランケ（木）

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 【年次・学科指定】１年次　日文・社文（月木３）

【授業のねらい】
この授業は､現代口語ドイツ語をはじめて学習する学生を対象としています｡
ドイツ語の基本構造を理解し、読み、書き、聴き、話すの習得を目指す。特に、ドイツ語の発音ができるようの
なることに重点を置きます。口頭による練習が中心になります。､間違って発音してもあたりまえだと思って､声
を出してください｡　また、ドイツ事情、ドイツ
文化を知ることも重要です。

【授業の展開計画】
1週：　 担当者の自己紹介　授業に関するガイダンス、Das Alphabet
2週：　発音,   母音、二重母音
3週：　発音、　子音
4週：　Lektion１　自己紹介　Selbstvorstellung  現在人称変化：　規則動詞・sein
5週：　Lektion１　疑問詞のある疑問文、Ja/Neinで答える疑問文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
6週：　Lektion２　余暇　Freizeit　現在人称変化：　不規則変化動詞・haben
7週：　Lektion２　否定疑問文の用法、動詞の名詞化、語順
8週：　Lektion２　否定詞、1・2かのまとめ(動詞の人称変化を中心に)　　　　　　　　　　 　

9週：　Lektion３　持ち物  Gegenstände 名詞の性、定冠詞、不定冠詞　
10週：　Lektion３　否定冠詞、所有冠詞　　
11週：　Lektion３　人称代名詞の1格と4格、名詞の複数形　
12週：　Lektion４　家族　Familie  格変化　　
13週：　Lektion４　人称代名詞の3格　　　
14週：　Lektion４　否定詞nichtと否定冠詞kein
15週：　3課、4課のまとめ（名詞の格変化を中心に)
16週：　期末試験

【履修上の注意事項】
ドイツ人と日本人のチームで授業をします。指定学科をまもってください。しかし、登録者がアンバランスの場

合、クラス間で調整します。テキストと『独和辞典』を持って出席すること｡　
発音になれるため、授業の前にテキストについているCDを聞いておいてください｡
また、適時、授業中に小テストをおこなうこともあります。

【評価方法】
出席と課題、小テスト、期末試験で評価する｡

【テキスト】
『入門ドイツ語プラクティッシュ』（三修社)　9784384122633(ＩＳＢＮ）

【参考文献】
独和辞典：　エクセル独和辞典(郁文堂)、アポロン独和辞典(同学社)、アクセス独和辞典(三修社)など。
　　　　　　いずれかを用意してください。
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２【2014年度　共通科目  外国語科目群】

ドイツ語Ⅰ
担当教員 -漆谷　球美子

対象学年 ２年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 ２学年以上全学科対象（月木５）

【授業のねらい】
　この授業は、初めてドイツ語を学ぶ学生を対象としたクラスです。ドイツ語の基本情報を理解すること、ペア
ワークを通してドイツ語でのコミュニケーション能力の向上をめざします。またドイツ文化・ドイツ事情も紹介
していきたいと思います。

【授業の展開計画】

イントロダクション、Das Alphabet Lektion3 持ち物　Gegenstände

発音 Lektion3 持ち物　Gegenstände

発音 Lektion3 持ち物　Gegenstände

Lektion1  自己紹介　Selbstvorstellung Lektion3 持ち物　Gegenstände

Lektion1  自己紹介　Selbstvorstellung Lektion3 まとめ、小テスト

Lektion1  自己紹介　Selbstvorstellung Lektion4  家族　Familie

Lektion1  自己紹介　Selbstvorstellung Lektion4  家族　Familie

Lektion1  自己紹介　Selbstvorstellung Lektion4  家族　Familie

Lektion1 まとめ、小テスト Lektion4  家族　Familie

Lektion2 余暇　Freizeit Lektion4　まとめ、小テスト

Lektion2 余暇　Freizeit Lektion5 買い物　Einkäufe

Lektion2 余暇　Freizeit Lektion5 買い物　Einkäufe

Lektion2 余暇　Freizeit Lektion5 買い物　Einkäufe

Lektion2 余暇　Freizeit Lektion5 買い物　Einkäufe

Lektion2 まとめ、小テスト 期末試験

【履修上の注意事項】
必ず教科書と『独和辞典』を持参して出席してください。(電子辞書可,下記の辞書を参考にしてください)

【評価方法】
出席、課題、小テスト、期末試験で総合的に評価する。

【テキスト】
『入門ドイツ語プラクティッシュ』三修社　(ISBN) 978-4-384-12263-3

【参考文献】
独和辞典：『エクセル独和辞典』(郁文堂)、『アポロン独和辞典』(同学社)、
『アクセス独和辞典』(三修社)　など。

Lektion3 持ち物　Gegenstände



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

ドイツ語Ⅰ
担当教員 クラウス・フランケ（月）、漆谷球美子（木）

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 【年次・学科指定】１年次　人福（月木４）

【授業のねらい】
この授業は､現代口語ドイツ語をはじめて学習する学生を対象としています｡
ドイツ語の基本構造を理解し読み、書き、聴き、話すの習得を目指す。ドイツ語の発音ができるようのなること
に重点を置きます。口頭による練習が中心になります。､間違って発音してもあたりまえだと思って､声を出して
ください｡　また、ドイツ事情、ドイツ文化を知ることも重要です。

【授業の展開計画】
1週：　 担当者の自己紹介　授業に関するガイダンス、Das Alphabet
2週：　発音、　　母音、二重母音
3週：　発音、　　子音
4週：　Lektion１　自己紹介，　Selbstvorstellung    現在人称変化：　規則動詞・sein
5週：　Lektion１　疑問詞のある疑問文、Ja/Neinで答える疑問文　 　
6週：　Lektion２　余暇　　Freizeit　　現在人称変化：　不規則変化動詞・haben
7週：　Lektion２　否定疑問文の用法、動詞の名詞化，語順
8週：　Lektion２　否定詞、１課・２課のまとめ(動詞の人称変化を中心に）　　　　　　　　　　 　

9週：　Lektion３　持ち物　　Gegenstände 名詞の性、定冠詞、不定冠詞　
10週：　Lektion３　否定冠詞、所有冠詞
11週：　Lektion３　人称代名詞の1格と4格、名詞の複数形　
12週：　Lektion４　家族　　Familie 　格変化　
13週：　Lektion４　人称代名詞の3格　　　　
14週：　Lektion４　否定詞nichtと否定冠詞kein
15週：　3課・4課のまとめ(名詞の格変化を中心に)
16週：　期末試験

【履修上の注意事項】
ドイツ人と日本人のチームで授業をします。学科指定をまもってください。しかし、登録者がアンバランスの場

合、クラス間で調整します。テキストと『独和辞典』を持って出席すること｡　
発音になれるため、授業の前にテキストについているCDを聞いておいてください｡
また、適時、授業中に小テストをおこなうこともあります。

【評価方法】
出席と課題、小テスト、期末試験で評価する｡

【テキスト】
『入門ドイツ語プラクティッシュ』（三修社)　　9784384122633(ＩＳＢＮ）

【参考文献】
独和辞典：　エクセル独和辞典(郁文堂)、アポロン独和辞典(同学社)、アクセス独和辞典(三修社)など。
　　　　　　いずれかを用意してください。



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

ドイツ語Ⅰ
担当教員 クラウス・フランケ(月)、吉井巧一(木)

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 【年次・学科指定】１年次　経済・環政・企シ・産情・英米（月木３）

【授業のねらい】
この授業は､現代口語ドイツ語をはじめて学習する学生を対象としています｡
ドイツ語の基本構造を理解し、読み、書き、聴き、話すの習得を目指す。特に、ドイツ語の発音ができるようの
なることに重点を置きます。口頭による練習が中心になります。､間違って発音してもあたりまえだと思って､声
を出してください｡　また、ドイツ事情、ドイツ文化を知ることも重要です。

【授業の展開計画】
1週：　 担当者の自己紹介　授業に関するガイダンス、Das Alphabet
2週：　発音、　母音、二重母音
3週：　発音、　子音
4週：　Lektion１　自己紹介　　Selbstvorstellung   現在人称変化：　規則動詞・sein
5週：　Lektion１　疑問詞のある疑問文、Ja/Neinで答える疑問文　 　
6週：　Lektion２　余暇　　Freizeit　現在人称変化：　不規則動詞・haben 　　　　　　　　　　　　　　　
7週：　Lektion２　否定疑問文の用法、動詞の名詞化、語順
8週：　Lektion２　否定詞、1課・2課のまとめ（動詞の人称変化を中心に）　　　　　　　　　　　 　

9週：　Lektion３　持ち物　　Gegenstände  名詞の性、定冠詞、不定冠詞　
10週：　Lektion３　否定冠詞、所有冠詞
11週：　Lektion３　人称代名詞の1格と4格、名詞の複数形　
12週：　Lektion４　家族　　Familie　格変化　
13週：　Lektion４　人称代名詞の3格、　　　　
14週：　Lektion４　否定詞nichtと否定冠詞kein
15週：　３課・４課のまとめ（名詞の格変化を中心に）
16週：　期末試験

【履修上の注意事項】
ドイツ人と日本人のチームで授業をします。指定学科をまもってください。しかし、登録者がアンバランスの場

合、クラス間で調整します。テキストと『独和辞典』を持って出席すること｡　
発音になれるため、授業の前にテキストについているCDを聞いておいてください｡
また、適時、授業中に小テストをおこなうこともあります。

【評価方法】
出席と課題、小テスト、期末試験で評価する｡

【テキスト】
『入門ドイツ語プラクティッシュ』（三修社)　　9784384122633(ＩＳＢＮ）

【参考文献】
独和辞典：　エクセル独和辞典(郁文堂)、アポロン独和辞典(同学社)、アクセス独和辞典(三修社)など。
　　　　　　いずれかを用意してください。



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

ドイツ語Ⅱ
担当教員 漆谷球美子（月）、クラウス・フランケ（木）

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 【年次・学科指定】１年次　法律・地行（月木４）

【授業のねらい】

【授業の展開計画】

【履修上の注意事項】

【評価方法】

【テキスト】

【参考文献】



第 学年
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２【2014年度　共通科目  外国語科目群】

ドイツ語Ⅱ
担当教員 -漆谷　球美子

対象学年 ２年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 2年次以上全学科対象　（月木５）

【授業のねらい】
『ドイツ語Ⅰ』も履修済みの学生を対象としています。『ドイツ語Ⅰ』で学んだ内容をふまえ、更なるドイツ語
力の向上を目指します。

【授業の展開計画】

イントロダクション、前期の復習 Lektion8　町で　In der Stadt

前期の復習 Lektion8 まとめ、小テスト

Lektion6  一日のできごと　Tagesablauf Lektion9  一日のできごと(過去)　Termine

Lektion6  一日のできごと　Tagesablauf Lektion9  一日のできごと(過去)　Termine

Lektion6  一日のできごと　Tagesablauf Lektion9  一日のできごと(過去)　Termine

Lektion6  一日のできごと　Tagesablauf Lektion9  一日のできごと(過去)　Termine

Lektion6 まとめ、小テスト Lektion9　まとめ、小テスト

Lektion7 ショッピングセンターで Lektion10 　旅行　Reise

Lektion7 ショッピングセンターで Lektion10 　旅行　Reise

Lektion7 ショッピングセンターで Lektion10 　旅行　Reise

Lektion7 ショッピングセンターで Lektion10 　旅行　Reise

Lektion7 ショッピングセンターで Lektion10　まとめ・小テスト

Lektion7 まとめ、小テスト 後期のまとめ

Lektion8　町で　In der Stadt 後期のまとめ

Lektion8　町で　In der Stadt 期末試験

【履修上の注意事項】
必ず教科書と『独和辞典』を持参して出席してください。(電子辞書可,下記の辞書を参考にしてください)

【評価方法】
出席、課題、小テスト、期末試験で総合的に評価する。

【テキスト】
『入門ドイツ語プラクティッシュ』三修社　(ISBN) 978-4-384-12263-3

【参考文献】
独和辞典：『エクセル独和辞典』(郁文堂)、『アポロン独和辞典』(同学社)、
『アクセス独和辞典』(三修社)　など。

Lektion8　町で　In der Stadt



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

ドイツ語Ⅱ
担当教員 クラウス・フランケ(月)、吉井巧一(木)

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 【年次・学科指定】１年次　経済・環政・企シ・産情・英米（月木３）

【授業のねらい】

【授業の展開計画】

【履修上の注意事項】

【評価方法】

【テキスト】

【参考文献】
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２【2014年度　共通科目  外国語科目群】

ドイツ語Ⅱ
担当教員 -東江　貴子

対象学年 ２年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 【年次・学科指定】２・３・４年次　全学科　（火金２）

【授業のねらい】
ドイツ語Ⅰの基礎知識を活かして、助動詞や現在完了を使って、日常会話に役立ちそうな文法を習得します。

【授業の展開計画】

授業に関するガイダンス、ドイツ語Ⅰ文法確認・復習

前置詞の格支配

９つの３格４格支配の前置詞

４格支配の前置詞

３格支配の前置詞

後期中間試験

分離動詞1、非分離動詞

時刻、分離動詞2

話法の助動詞1

不定代名詞man、話法の助動詞2

話法の助動詞3、nicht

現在完了形1、過去分詞

現在完了形2、nicht

過去人称変化

過去基本形

【履修上の注意事項】
ドイツ語Ⅰ単位取得者が対象。

後期は登録期間１日目より出席をとり、授業内容を進めていきます。登録期間中に欠席した場合、出席した学生
が優先となることがあります。テキスト・辞書持参で授業に臨んで下さい。

【評価方法】
成績は出席数を重視し、課題と中間試験と期末試験の取り組み方を総合的に評価します。欠席が３分の１以上の
場合、また試験を受けない場合は不可になりますのでご注意ください。

【テキスト】
入門ドイツ語プラクティッシュPraktisch.deＣＤ付き（三修社）　2.700円＋税

【参考文献】

後期期末試験



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

ドイツ語Ⅱ
担当教員 クラウス・フランケ（月）、漆谷　球美子（木）

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 【年次・学科指定】１年次　人福（月木４）

【授業のねらい】

【授業の展開計画】

【履修上の注意事項】

【評価方法】

【テキスト】

【参考文献】



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

ドイツ語Ⅱ
担当教員 吉井巧一（月）、クラウス・フランケ（木）

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 【年次・学科指定】１年次　日文・社文（月木３）

【授業のねらい】

【授業の展開計画】

【履修上の注意事項】

【評価方法】

【テキスト】

【参考文献】



第 学年２【2014年度　共通科目  外国語科目群】

ドイツ語Ⅲ
担当教員 漆谷　克秀（火２・金２）

対象学年 ２年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 【年次・学科指定】２・３・４年次　全学科　（火金２）

【授業のねらい】

【授業の展開計画】

【履修上の注意事項】

【評価方法】

【テキスト】

【参考文献】



第 学年２【2014年度　共通科目  外国語科目群】

ドイツ語Ⅳ
担当教員 漆谷　克秀（火２・金２）

対象学年 ２年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 【年次・学科指定】２・３・４年次　全学科　（火金２）

【授業のねらい】

【授業の展開計画】

【履修上の注意事項】

【評価方法】

【テキスト】

【参考文献】



第 学年

週 授　　業　　の　　内　　容 週 授　　業　　の　　内　　容

1 17

2 18

3 19

4 20

5 21

6 22

7 23

8 24

9 25

10 26

11 27

12 28

13 29

14 30

15 31

16

１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

フランス語Ⅰ
担当教員 -ﾃﾞﾙﾊﾞｰﾙ　ﾌﾗﾝｸ

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 １年次対象：地行・人福（月木４）

【授業のねらい】
まずはフランス語のスペルと発音の紹介から始めます。そして、挨拶などの基本的な日常会話を通して、文の仕
組みと発音を学びながら、「読む」「聞く」「書く」「話す」力を総合的に身につけることを目標とします。そ
のため、授業では、プリント問題やCALL教室のe-learning問題で文法練習を行うと同時に、CDやDVD教材を使っ
て聞き取りの練習や暗唱にも取り組みます。また、文化の紹介として、生活習慣や行事のほか、音楽や映画、文
学などに触れつつ、最終的に、「フランス」的な「もの」や「こと」、「ひと」に対して親しみ、興味を広げて

【授業の展開計画】
教科書にそって進めていきます。
※ただし、授業の進捗状況（学生の方々の習得状況）に合わせて、多少の変更を行います。

ガイダンスとLeçon0あいさつをする Leçon2情報を得る

ガイダンスとLeçon0あいさつをする Leçon2情報を得る

ガイダンスとLeçon0あいさつをする Leçon2情報を得る

ガイダンスとLeçon0あいさつをする Leçon2情報を得る

Leçon1自分を紹介する Leçon3持ち物をいう

Leçon1自分を紹介する Leçon3持ち物をいう

Leçon1自分を紹介する Leçon3持ち物をいう

Leçon1自分を紹介する Leçon3持ち物をいう

Leçon1自分を紹介する Leçon3持ち物をいう

Leçon1自分を紹介する Leçon3持ち物をいう

Leçon1自分を紹介する Leçon3持ち物をいう

Leçon1自分を紹介する Leçon3持ち物をいう

Leçon2情報を得る まとめと試験

Leçon2情報を得る まとめと試験

Leçon2情報を得る まとめと試験

【履修上の注意事項】
言葉は、繰り返し練習することでしか習得できないものです。例えば、フランス語でも、実力を培うために反復

練習を行う必要があります。そこで、学生の方々は、授業外でも自主練習を積み重ねる心構えで臨んで下さい。
また、単語のスペルを覚えることは非常に大切な役割を果たしますが、フランス語を聞けたり話せたりするよう
になるのにも、できるだけ大きな声を出して発音を練習する必要があります。スペルと発音のつながりを意識し
て練習をして下さい。指定学科と年次を守って下さい。

【評価方法】
定期的に小テストを行ったりします。その数はまだ不定です。
期末の際には発音とスペルの読み方を対象としたテストも行います。
出席率も考慮に入れますが、得点はつきません。
○計算式＝小テストの得点（８０％）＋発音試験の得点（２０％）

【テキスト】
藤本武司・藤田義孝・井上直子・柏木加代子・柏木隆雄・上江洲律子著『オ・パ・カマラッド！―足並みそろえ
て、フランス語！―』駿河台出版社（改訂版・CD付）

【参考文献】

いくことを目指します。

Leçon2情報を得る



第 学年

週 授　　　　　業　　　　　の　　　　　内　　　　　容

1
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２【2014年度　共通科目  外国語科目群】

フランス語Ⅰ
担当教員 -宮里　厚子

対象学年 ２年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 ２年～４年次次対象：法律・地行・経済・環政・企シ・産情（火金２）

【授業のねらい】
フランス語に慣れ親しみ、あいさつや自己紹介など基本的な会話表現の習得を目指します。そのために、授業で
はまず発音のルールを学んだあと、教科書に沿って会話の反復練習や文法理解のための練習問題に取り組んでい
きます。また授業では、フランスの伝統・習慣・現代事情などの紹介を通して、フランスやフランス語圏の文化
やフランス人の考え方等に対する理解を深めることもねらいとします。

【授業の展開計画】

第 １週　オリエンテーション　/ ０課 あいさつと発音のルール

第 2週　０課 あいさつと発音のルール・フランスの基礎知識

第 3週　１課 自己紹介をする：出身・国籍をいう

第 4週　１課 自己紹介をする：専攻をいう・否定文の作り方

第 5週　１課 自己紹介をする：職業をいう・人を紹介する

第 6週　１課 まとめと練習問題

第 7週　２課 情報を得る：話せる言葉・話せない言葉をいう

第 8週　２課 情報を得る：住んでいるところ・疑問文の作り方

第 9週　２課 情報を得る：年齢をいう

第10週　２課 まとめと練習問題

第11週　３課 持ち物をいう：持っている物・持っていない物をいう

第12週　３課 持ち物をいう：物の名前をいう

第13週　３課 持ち物をいう：誰の物かをいう

第14週　３課 まとめと練習問題

第15週　前期のまとめ

【履修上の注意事項】
教科書にはCDが付いていますので、授業以外でも自分でCDを聴きフランス語の音に慣れるようにしてください。

【評価方法】
試験、課題、授業への参加姿勢を総合的に評価する。

【テキスト】
『Au pas, camarade!（足並みそろえて，フランス語！）』（改訂版・CD付）　藤木武司，藤田義孝, 井上直子
，柏木加代子，柏木隆雄・上江洲律子　著　（駿河台出版社）

【参考文献】
各種辞書

第16週 　期末試験



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

フランス語Ⅰ
担当教員 -ムートン　ジスラン

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 1年次対象：法律・人福（月木４） ，２年次以上：全学科（月木５）

【授業のねらい】

【授業の展開計画】

【履修上の注意事項】

【評価方法】

【テキスト】

【参考文献】



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

フランス語Ⅰ
担当教員 -金城　豪

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 １年次対象：経済・環政・企シ・産情・日文（月木３）

【授業のねらい】
フランス語の初心者を対象とします。アルファベットと発音の基礎から始め、当言語を理解するために必要な文
法事項を解説していくと共に、反復練習を行います。「読む」「書く」「聞く」「話す」という４つの力を総合
的に養成することを目標とします。フランスへのより深い理解と、興味を高めるために、フランスやフランス語
圏の文化・芸術・音楽の紹介、映画鑑賞等を予定しています。

【授業の展開計画】
テキストの第0課～第3課に対応

第1週　フランスとフランス語に親しむ
第2週　文字と発音
第3週　文字と発音
第4週　挨拶
第5週　自己紹介
第6週　主語人称代名詞

第7週　名詞の性と数・不定冠詞
第8週　動詞の活用I(etre)
第9週　数字
第10週　動詞の活用Ⅱ（avoir）
第11週　形容詞の女性形と複数形・定冠詞
第12週　人称代名詞の強勢形・否定文
第13週　動詞の活用Ⅲ（－er動詞）
第14週　指示形容詞・所有形容詞
第15週　前期の復習とまとめ
第16週 期末試験

【履修上の注意事項】
仏和辞典を持参すること。電子辞書可。

語学は繰り返し根気強く学習することが必要です。毎回積極的に授業に参加すること。
指定学科と年次を守って下さい。

【評価方法】
出席状況・授業態度・レポート・試験を総合的に評価します。

【テキスト】
藤本武司他著『オ・パ・カマラッド！－足並みそろえて、フランス語！－』、駿河
台出版社（改訂版・CD付）

【参考文献】
辞典：多田道太郎編『クラウン仏和辞典』（三省堂）



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

フランス語Ⅰ
担当教員 上江洲　律子

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 1年次対象：英米・社文(月木３)　

【授業のねらい】
　初めて学ぶ「言語」として、「abcの歌」を歌うなど、その音に慣れることから始めます。そして、挨拶など
の基本的な日常会話を通して、文の仕組みと発音を学びながら、「読む」「聞く」「書く」「話す」力を総合的
に身につけることを目標とします。そのため、授業ではプリント問題やCALL教室のe-learning問題で文法練習を
行うと同時に、CDやDVD教材を使って聞き取りの練習や暗唱にも取り組みます。また、文化の紹介として、生活
習慣や行事のほか、音楽や映画、文学などに触れつつ、最終的に、「フランス」的な「もの」や「こと」、「ひ

【授業の展開計画】
教科書にそって進めていきます。
０１～０２週目（０１～０４回目）：ガイダンスと第０課「あいさつをする」
０３～０６週目（０５～１２回目）：第１課「自分を紹介する」
０７～１０週目（１３～２０回目）：第２課「情報を得る」
１１～１４週目（２１～２８回目）：第３課「持ち物をいう」
１５～１６週目（２９～３１回目）：まとめと試験
※ただし、授業の進捗状況（学生の方々の習得状況）に合わせて、多少の変更を行います。

【履修上の注意事項】
　言葉は繰り返し練習することでしか習得できないものです。例えば、スポーツをする際、トレーニングによっ

て筋力を高めながら技術を磨くように、フランス語でも、実力を培うために反復練習を行う必要があります。そ
こで、授業では、練習への積極的な取り組みを要望しますが、学生の方々は、授業外でも自主練習を積み重ねる
心構えで臨んで下さい。また、声の大きさは、語学力において思いのほか大きな割合を占めています。できるだ
け大きな声を出せるように、意識して練習をして下さい。また、指定学科と年次を守って下さい。

【評価方法】
　授業目標の達成度を確認するために、筆記形式による試験（「読む・書く」力の確認）と暗唱形式による発音
の試験（「聞く・話す」力の確認）を実施します。また、出席状況と課題の提出状況を得点化し、前述の２つの
試験の結果に加えて、総合的に評価します。
●計算式＝筆記試験の得点（35％）＋発音試験の平均得点（35％）＋出席得点（20％）＋課題得点（10％）

【テキスト】
●藤本武司・藤田義孝・井上直子・柏木加代子・柏木隆雄・上江洲律子著『オ・パ・カマラッド！―足並みそろ
えて、フランス語！―』、駿河台出版社（改訂版・CD付）

【参考文献】
田島宏編『コレクション・フランス語』、白水社（①入門②初級③文法，各CD付）
森本英夫・三野博司著『新・リュミエール―フランス文法参考書―』、駿河台出版社（別売りCD有）

と」に対して親しみ、興味を広げていくことを目指します。



第 学年

週 授　　業　　の　　内　　容 週 授　　業　　の　　内　　容

1 17

2 18
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4 20
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12 28

13 29

14 30
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１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

フランス語Ⅱ
担当教員 -ﾃﾞﾙﾊﾞｰﾙ　ﾌﾗﾝｸ

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 １年次対象：地行・人福（月木４）

【授業のねらい】
前期にひき続き、フランス語を「読む」「聞く」「書く」「話す」力を総合的に身につけることを目標とします
。そこで、授業では、日常生活に見られる様々な表現を通して、文の仕組みの把握や、フランス語らしい発音の
習得に取り組みます。また、フランス文化に触れながら、フランス語の実践力を高めていきます。そして、フラ
ンス語の検定試験の受験や、フランス語の中級クラス（フランス語Ⅲ・Ⅳ）への進級となる授業を目指します。

【授業の展開計画】
教科書にそって進めていきます。
※ただし、授業の進捗状況（学生の方々の習得状況）に合わせて、多少の変更を行います。

ｶﾞｲﾀﾞﾝｽと復習（１）Leçon0あいさつをする Leçon5予定をいう

ｶﾞｲﾀﾞﾝｽと復習（１）Leçon0あいさつをする Leçon5予定をいう

復習（２）Leçon1自分を紹介する Leçon5予定をいう

復習（２）Leçon1自分を紹介する Leçon5予定をいう

復習（３）Leçon2情報を得る Leçon6食事をする

復習（３）Leçon2情報を得る Leçon6食事をする

復習（４）Leçon3持ち物をいう Leçon6食事をする

復習（４）Leçon3持ち物をいう Leçon6食事をする

Leçon4家族を紹介する Leçon6食事をする

Leçon4家族を紹介する Leçon6食事をする

Leçon4家族を紹介する Leçon6食事をする

Leçon4家族を紹介する Leçon6食事をする

Leçon4家族を紹介する まとめと試験

Leçon4家族を紹介する まとめと試験

Leçon5予定をいう まとめと試験

【履修上の注意事項】
フランス語Ⅰを履修済みであること、または、その実力を有することが履修の必要条件となります。

指定学科と年次を守って下さい。

【評価方法】
定期的に小テストを行ったりします。その数はまだ不定です。
期末の際には発音とスペルの読み方を対象としたテストも行います。
出席率も考慮に入れますが、得点はつきません。
○計算式＝小テストの得点（８０％）＋発音試験の得点（２０％）

【テキスト】
藤本武司・藤田義孝・井上直子・柏木加代子・柏木隆雄・上江洲律子著『オ・パ・カマラッド！―足並みそろえ
て、フランス語！―』駿河台出版社（改訂版・CD付）

【参考文献】

Leçon5予定をいう



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

フランス語Ⅱ
担当教員 上江洲　律子

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 1年次対象：英米・社文(月木３)

【授業のねらい】
　前期にひき続き、フランス語を「読む」「聞く」「書く」「話す」力を総合的に身につけることを目標としま
す。そこで、授業では、日常生活に見られる様々な表現を通して、文の仕組みの把握や、フランス語らしい発音
の習得に取り組みます。また、抜粋されたフランス語の文章の読み取りや、作文、映画や音楽を使った書き取り
の練習などを行い、フランス文化に触れながら、フランス語の実践力を高めていきます。そして、フランス語の
検定試験の受験や、フランス語の中級クラス(フランス語Ⅲ・Ⅳ)への進級、さらには、レンヌ第二大学への交換

【授業の展開計画】
教科書にそって進めていきます。
０１週目　　　（０１～０２回目）:ガイダンスと復習（１）第０課「あいさつをする」
０２週目　　　（０３～０４回目）:復習（２）第１課「自分を紹介する」
０３週目　　　（０５～０６回目）:復習（３）第２課「情報を得る」
０４週目　　　（０７～０８回目）:復習（４）第３課「持ち物をいう」
０５～０７週目（０９～１４回目）:第４課「家族を紹介する」
０８～１０週目（１５～２０回目）:第５課「予定をいう」
１１～１４週目（２１～２８回目）:第６課「食事をする」

１５～１６週目（２９～３１回目）:まとめと試験
※ただし、授業の進捗状況（学生の方々の習得状況）に合わせて、多少の変更を行います。

【履修上の注意事項】
　フランス語Ⅰを履修済みであること、または、その実力を有することが履修の必要条件となります。

指定学科と年次を守って下さい。

【評価方法】
　前期と同様、筆記形式による試験(「読む・書く」力の確認)と、暗唱形式による発音の試験(「聞く・話す」
カの確認)を実施します。そして、出席状況と課題の提出状況を得点化し、前述の２つの試験の結果に加えて、
総合的に評価します。
●計算式＝筆記試験の得点（35％）＋発音試験の平均得点（35％）＋出席得点（20％）＋課題得点（10％）

【テキスト】
●藤本武司・藤田義孝・井上直子・柏木加代子・柏木隆雄・上江洲律子著『オ・パ・カマラッド！―足並みそろ
えて、フランス語！―』、駿河台出版社（改訂版・CD付）

【参考文献】
田島宏編『コレクション・フランス語』、白水社(①入門②初級③文法,各CD付)
森本英夫・三野博司著『新・リュミエール―フランス文法参考書―』、駿河台出版社(別売りCD有)

留学への橋渡しとなる授業を目指します。



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

フランス語Ⅱ
担当教員 -ムートン　ジスラン

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 １年次対象：法律・人福（月木４） ，２年次以上：全学科（月木５）

【授業のねらい】

【授業の展開計画】

【履修上の注意事項】

【評価方法】

【テキスト】

【参考文献】
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２【2014年度　共通科目  外国語科目群】

フランス語Ⅱ
担当教員 -宮里　厚子

対象学年 ２年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 ２～４年次対象　法律・地行・経済・環政・企シ・産情（火金２）

【授業のねらい】
「フランス語I」ではあいさつや自己紹介・家族の紹介・人物描写などをおもに勉強しましたが、「フランス語I
I」ではより多くの動詞や疑問文の形を学習することにより、さまざまな状況に対応する会話を身につけること
を目的とします。日常生活だけでなく、旅行にも使えるような表現等も学習します。また前期に引き続き、フラ
ンスやフランス語圏の文化に対する理解を深めることも目指します。

【授業の展開計画】

オリエンテーションと前期の復習

前期の復習（続き）

４課：家族を紹介する・職業をいう

４課：家族を紹介する・性格や特徴をいう

４課：相手についてたずねる

４課：友達がどんな人かたずねる

５課：相手がどこへ行くのかをたずねる

５課：いつ行くつもりかをたずねる

５課：相手を誘う・予定を提案する

５課：来た場所・行く先をいう

６課：食べたい物・飲みたい物をいう

６課：好きな物・嫌いな物をいう

６課：買い物をする

６課：友達の好きな物を確認する

まとめと練習問題

【履修上の注意事項】
「フランス語Ⅰ」を履修していること。

【評価方法】
試験、課題、授業への参加姿勢を総合的に評価する。

【テキスト】
『Au pas, camarade!（足並みそろえて，フランス語！）』（改訂版・CD付）  藤木武司，藤田義孝, 井上直子
，柏木

【参考文献】
講義時に適宜指示する。

加代子，柏木隆雄・上江洲律子  著  （駿河台出版社）

期末テスト



第 学年１【2014年度　共通科目  外国語科目群】

フランス語Ⅱ
担当教員 -金城　豪

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 １年次対象：経済・環政・企シ・産情・日文（月木３）

【授業のねらい】
前期に引き続き、フランス語の基礎を学んでいきます。フランス語Iと同じテキストを使用します。ビデオやCD
などの視聴覚教材を用いながら、日常会話やよく使われる表現を繰り返し練習します。フランス語Ⅲ、Ⅳに進む
ための確実な文法力を身につけることを目標とします。また文部科学省認定実用フランス語検定試験４～５級取
得を目指します。

【授業の展開計画】
テキストの第4課～第6課に対応

第1週　前期の復習
第2週　部分冠詞・疑問文の作り方
第3週　天候・季節の表現（非人称構文）
第4週　動詞の活用(-ir動詞)
第5週　動詞aller と venir　の用法
第6週　前置詞deとa の用法

第7週　比較の表現
第8週　補語人称代名詞
第9週　可能・欲求・義務の表現
第10週　疑問形容詞
第11週　依頼・命令の表現
第12週　代名動詞の用法
第13週　空間の表現（前置詞）
第14週　食事の表現（語彙・文化紹介）
第15週　後期の復習とまとめ
第16週 期末試験

【履修上の注意事項】
フランス語Iを履修済みであること。または同等の力を有していること。

仏和辞典を毎回持参すること。電子辞書可。
語学は繰り返し根気強く学習することが必要です。毎回積極的に授業に参加すること。
指定学科と年次を守って下さい。

【評価方法】
出席状況・授業態度・レポート・試験を総合的に評価します。

【テキスト】
藤本武司他著『オ・パ・カマラッド！－足並みそろえて、フランス語！－』、駿河
台出版社（改訂版・CD付）

【参考文献】
辞典：多田道太郎編『クラウン仏和辞典』（三省堂）



第 学年２【2014年度　共通科目  外国語科目群】

フランス語Ⅲ
担当教員 上江洲　律子

対象学年 ２年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 ２～４年次対象　全学科（火金２）

【授業のねらい】
　フランス語I・Ⅱにひき続き、日常的な会話を通して基本的な表現や文法を学びながらも、「フランス語に親
しみ、フランスに関心を持つ」という、フランス語Ⅰ・Ⅱで掲げた目標に留まらず、フランス語を実践的な場で
活用できるような力を習得することを目指します。そのため、雑誌や新聞などの読解や、日記や手紙（メール）
などの作文、CDやDVDなどの教材を用いた聞き取りや書き取りの練習にも取り組みます。また、旅行や留学など
といった、フランス文化圏で過ごすことを念頭に、フランスの生活習慣や年中行事のほか、音楽や映画、文学や

【授業の展開計画】
教科書にそって進めていきます。
０１～０２週目（０１～０４回目）：ガイダンスとフランス語Ⅰ・Ⅱの復習
０３～０５週目（０５～１０回目）：第７課日課をいう
０６～０８週目（１１～１６回目）：第８課人や物をいいかえる
０９～１１週目（１７～２２回目）：第９課過去を語る
１２～１４週目（２３～２８回目）：第１２課思いでを語る
１５～１６週目（２９～３１回目）：まとめと試験
※ただし、授業の進捗状況（学生の方々の習得状況）に合わせて、多少の変更を行います。　

【履修上の注意事項】
　フランス語Ⅰ・Ⅱを履修済みであること、または、その実力を有することが、履修に必要な条件となります。

また、語学において、実践的な力をつけるためには、自主学習が不可欠です。そこで、フランス語Ⅲでは、復習
としての課題の提出や、予習としての単語調べなどを義務付けますので、自主学習が必須の授業であることを念
頭に履修して下さい。

【評価方法】
　授業の達成度を確認するために、筆記形式による試験（「読む」「書く」力の確認）と、暗唱形式による発音
の試験（「聞く」「話す」力の確認）を実施します。また、自主学習を推進し、その努力を評価するために、課
題の提出状況を得点化し、前述の２つの試験の結果に加えて、総合的に評価します。
○計算式：筆記試験の得点（35％）＋発音試験の平均得点（35％）＋課題得点（30％）
※単位取得のためには、授業における３分の２以上の出席を義務付けます。

【テキスト】
・藤本武司・藤田義孝・井上直子・柏木加代子・柏木隆雄・上江洲律子著『オ・パ・カマラッド！―足並みそろ
えて、フランス語！―』、駿河台出版社（改訂版・CD付）

【参考文献】
・田島宏編『コレクション・フランス語』、白水社（①入門②初級③文法、各CD付）
・森本英夫・三野博司著『新・リュミエール―フランス文法参考書―』、駿河台出版社（別売りCD有）

芸術などの文化についての紹介も行います。



第 学年２【2014年度　共通科目  外国語科目群】

フランス語Ⅳ
担当教員 上江洲　律子

対象学年 ２年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 ２～４年次対象　全学科（火金２）

【授業のねらい】
フランス語Ⅲにひき続き、フランス語の実践的な能力を高めることを目標とします。その実現のために、フラン
ス語の上級クラス（外国語研究Ⅰ・Ⅱ）への進級や、フランス語の検定試験の受験、さらには、レンヌ第二大学
への交換留学を具体的な目標とし、授業を通して、その目標を達成できる力を培います。

【授業の展開計画】
教科書にそって進めていきます。
０１～０２週目（０１～０４回目）：ガイダンスとフランス語Ⅲの復習
０３～０５週目（０５～１０回目）：第１１課将来、未来を語る
０６～０８週目（１１～１６回目）：第１０課人や物についてくらべたり説明したりする
０９～１１週目（１７～２２回目）：第１３課仮定、願望を語る
１２～１４週目（２３～２８回目）：第１４課感情や希望を表現する
１５～１６週目（２９～３１回目）：まとめと試験
※ただし、授業の進捗状況（学生の方々の習得状況）に合わせて、多少の変更を行います。　

【履修上の注意事項】
　フランス語Ⅲを履修済みであること、または、その実力を有することが履修の必要条件となります。また、語

学において、実践的な力をつけるためには、自主学習が不可欠です。そこで、フランス語Ⅳでは、フランス語Ⅲ
にひき続き、復習としての課題の提出や、予習としての単語調べなどを義務付けますので、自主学習が必須の授
業であることを念頭に履修して下さい。

【評価方法】
　授業の達成度を確認するために、筆記形式による試験（「読む」「書く」力の確認）と、暗唱形式による発音
の試験（「聞く」「話す」力の確認）を実施します。また、自主学習を推進し、その努力を評価するために、課
題の提出状況を得点化し、前述の２つの試験の結果に加えて、総合的に評価します。
○計算式：筆記試験の得点（35％）＋発音試験の平均得点（35％）＋課題得点（30％）
※単位取得のためには、授業における３分の２以上の出席を義務付けます。

【テキスト】
・藤本武司・藤田義孝・井上直子・柏木加代子・柏木隆雄・上江洲律子著『オ・パ・カマラッド！―足並みそろ
えて、フランス語！―』、駿河台出版社（改訂版・CD付）

【参考文献】
・田島宏編『コレクション・フランス語』、白水社（①入門②初級③文法）
・森本英夫・三野博司著『新・リュミエール―フランス文法参考書―』、駿河台出版社（別売りCD有）


