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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

基礎会話 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 司馬 黎 ○   

教科書名 理香と王麗 話す中国語１ DVD 付,理香と王麗 話す中国語 2 DVD 付 

出版社名 株）朝日出版社,株）朝日出版社 

科目概要と学習のねらい 
この教科書は中国に行ったら着いたその日から使える表現をふんだんに盛り込んでいます。中国に行けば

そのままかちょっと変えた形ですぐに使えます。タクシーでの行き先の告げ方や自己紹介の仕方、チェッ

クインの時の会話や買い物の表現などが出てきて、自由旅行で中国に行ってもかなりの用事が足りるよう

にしてあります。映像の中には、リピートの練習もあるので、本文を繰り返し音読することによって、決

まり文句や、フレーズなど、自然に身につけます。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①第一課～第三課 発音（声調、母音、子音、三声

の変調） 
②第四課 発音（er 化、“不”の変調、“一”の変

調） 
③第五課（基本語順 SVO、疑問文（1）、否定、人

称代詞） 
④第五課 復習 応用会話 
 単元復習 
⑤第六課（疑問文（2）、形容詞述語文、主述述語

文、誘い方） 
⑥第六課 復習 応用会話 
⑦第七課（“的”名前の聞き方、答え方、疑問文

（3）） 
⑧応用会話 
 単元復習 
⑨第八課（選択疑問文、“多少”と“几”） 
⑩第八課 復習 応用会話 
⑪第九課（指示代詞、“吧”の用法） 
⑫第九課 復習 応用会話 
⑬第十課 まとめ  
⑭第十一課（所有を表す“有”、助動詞“可以”、

“太～了”） 
⑮第十一課 復習 応用会話 
⑯第十二課（存在を表す、“有”、量詞、“的”の

省略） 
⑰第十二課 復習 応用会話 
⑱単元復習 
 総合復習 
⑲前期テスト 

⑳前期テストの説明 
 第十三課（動詞“在”、前置詞“在”、方位詞） 
㉑第十三課 復習 応用会話 
㉒第十四課（年齢の聞き方、数詞述語文、“多”＋

形容詞） 
㉓第十四課 復習 応用会話 
 単元復習 
㉔第十五課（助動詞“会”、“能”、“想”） 
㉕第十五課 復習 応用会話 
㉖第十六課 復習 
㉗第十七課（曜日の言い方、時刻の言い方、時間

詞） 
 第十七課 復習 応用会話 
㉘第十八課（助動詞“要／不用”、禁止を表す“不

要／別”） 
㉙第十八課 復習 応用会話 
 単元復習 
㉚第十九課（比較の言い方、“一点儿”と“有点

儿”） 
㉛第十九課 復習 応用会話 
㉜第二十課（年月日の言い方、お金の言い方、時点

と時間） 
㉝第二十課 復習 応用会話 
㉞単元復習 
㉟第二十一課（動量詞、前置詞“給”、“用”） 
㊱第二十一課 復習 応用会話 
㊲第二十二課 単元復習 
 総合復習 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

基礎会話 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 司馬 黎 ○   

教科書名 理香と王麗 話す中国語１ DVD 付,理香と王麗 話す中国語 2 DVD 付 

出版社名 株）朝日出版社,株）朝日出版社 

科目概要と学習のねらい 
この教科書は中国に行ったら着いたその日から使える表現をふんだんに盛り込んでいます。中国に行けば

そのままかちょっと変えた形ですぐに使えます。タクシーでの行き先の告げ方や自己紹介の仕方、チェッ

クインの時の会話や買い物の表現などが出てきて、自由旅行で中国に行ってもかなりの用事が足りるよう

にしてあります。映像の中には、リピートの練習もあるので、本文を繰り返し音読することによって、決

まり文句や、フレーズなど、自然に身につけます。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①第一課～第三課 発音（声調、母音、子音、三声

の変調） 
②第四課 発音（er 化、“不”の変調、“一”の変

調） 
③第五課（基本語順 SVO、疑問文（1）、否定、人

称代詞） 
④第五課 復習 応用会話 
 単元復習 
⑤第六課（疑問文（2）、形容詞述語文、主述述語

文、誘い方） 
⑥第六課 復習 応用会話 
⑦第七課（“的”名前の聞き方、答え方、疑問文

（3）） 
⑧応用会話 
 単元復習 
⑨第八課（選択疑問文、“多少”と“几”） 
⑩第八課 復習 応用会話 
⑪第九課（指示代詞、“吧”の用法） 
⑫第九課 復習 応用会話 
⑬第十課 まとめ  
⑭第十一課（所有を表す“有”、助動詞“可以”、

“太～了”） 
⑮第十一課 復習 応用会話 
⑯第十二課（存在を表す、“有”、量詞、“的”の

省略） 
⑰第十二課 復習 応用会話 
⑱単元復習 
 総合復習 
⑲前期テスト 

⑳前期テストの説明 
 第十三課（動詞“在”、前置詞“在”、方位詞） 
㉑第十三課 復習 応用会話 
㉒第十四課（年齢の聞き方、数詞述語文、“多”＋

形容詞） 
㉓第十四課 復習 応用会話 
 単元復習 
㉔第十五課（助動詞“会”、“能”、“想”） 
㉕第十五課 復習 応用会話 
㉖第十六課 復習 
㉗第十七課（曜日の言い方、時刻の言い方、時間

詞） 
 第十七課 復習 応用会話 
㉘第十八課（助動詞“要／不用”、禁止を表す“不

要／別”） 
㉙第十八課 復習 応用会話 
 単元復習 
㉚第十九課（比較の言い方、“一点儿”と“有点

儿”） 
㉛第十九課 復習 応用会話 
㉜第二十課（年月日の言い方、お金の言い方、時点

と時間） 
㉝第二十課 復習 応用会話 
㉞単元復習 
㉟第二十一課（動量詞、前置詞“給”、“用”） 
㊱第二十一課 復習 応用会話 
㊲第二十二課 単元復習 
 総合復習 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

基礎会話 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 郭 麗影 ○   

教科書名 速修中国語初級会話 

出版社名 白帝社 

科目概要と学習のねらい 
本授業は、初めて中国語を学習する学生を対象とするものです。「読む」ことを授業の中心に置きます。

具体的には、教材に取り上げた会話内容を正しく読めると同時に、「聴写」、「黙写」の練習もよく行い

ます。その他、教材の日本語の訳文を参考にして、その中国語を書いてもらうようなトレーニングも行い

ます。一年間の学習を通して、日常的な文型及び文例などを簡単に文字で表現できるのが本授業のねらい

です。これを、耳（聴く）、口（話す）、目（読む）、指（書く）、つまり、われわれの身体で外国語を

覚える。これは皆さんにとってあまり馴染んでないかもしれませんが、自転車と同じで、身体で覚えたも

のは忘れません。身体で中国語を掴んでいきましょう。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

汉语学习要点，汉语和日语的异同 
①子音の指導、挨拶用語① 

②母音の指導、挨拶用語② 
③声調の指導、挨拶用語③ 
 発音編の総復習 
④第１課 您贵姓  名前の尋ね方、教室用語 

 省略疑問文「呢」、疑問文「吗」 
 副詞「也」、動詞「是」 
⑤第１課 您贵姓  名前の尋ね方、教室用語 

 省略疑問文「呢」、疑問文「吗」 
 副詞「也」、動詞「是」 
⑥第２課 你家有几口人  所有、存在の「有」、助詞「的」

について 

⑦第２課 你家有几口人  所有、存在の「有」、助詞「的」

について 

⑧数量を尋ねる「几」「多少」、量詞「两」と「二」、動詞

述語文 

⑨数量を尋ねる「几」「多少」、量詞「两」と「二」、動詞

述語文 

⑩第３課 你是哪国人？介詞：「从」、「是…的」構文、 

 年齢の尋ね方、程度や数量を表す「多」＋形容詞、所在を

表す  「在」 

⑪第３課 你是哪国人？介詞：「从」、「是…的」構文、 

 年齢の尋ね方、程度や数量を表す「多」＋形容詞、所在を

表す  「在」 

⑫第４課 今天真热  形容詞述語文、 反復疑問文 

⑬第４課 今天真热  形容詞述語文、 反復疑問文 

⑭第５課 现在几点了？  介詞「从…到」、連動文 

⑮第５課 现在几点了？  介詞「从…到」、連動文 

⑯介詞「离」、前期総復習 

⑰介詞「离」、前期総復習 

⑱介詞「离」、前期総復習 

⑲前期テスト 

⑳前期試験問題解説、進行を表す「正在」、動詞の重ね型 
㉑第６課 给我看看 介詞「给」 

 「一点儿」、「有点儿」的区别以及应用练习 
  仮決条件：「如果…话…就」、願望を表す「想」、 

㉒可能・許可を表す「能・可以」、動作行為の完了を表す助 

詞「了」 

㉓第７課 我想换钱  道を尋ねる  介詞：「往・向・朝」 

㉔必要を表す「得」状態の持続を表す助詞「着」、「一边

（面）…一边（面）」 

㉕第８課 你汉语说得怎么样？ 経験を表す「过」、補語

（様態、可能） 

㉖動作の量（回数）の言い方  「觉得」 「像…一样」 

㉗動作の量（回数）の言い方  「觉得」 「像…一样」 

㉘第９課 寄到哪儿？  補語（方向、結果） 

 语法重点：処置文、「先…再」 

㉙第９課 寄到哪儿？  補語（方向、結果） 

 语法重点：処置文、「先…再」 

㉚第 10 課 你哪儿不舒服？「又…又」、疑問詞の連用 

 语法重点：禁止を表す「別」「不要」 

㉛第 10 課 你哪儿不舒服？「又…又」、疑問詞の連用 

 语法重点：禁止を表す「別」「不要」 

㉜第 11 课 上网   IT 用语的复习，短信写作练习 

 综合练习 

㉝第 11 课 上网   IT 用语的复习，短信写作练习 

 综合练习 

㉞後期総復習 

㉟後期総復習 

㊱後期総復習 

㊲後期総復習 

㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

基礎会話 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 郭 麗影 ○   

教科書名 速修中国語初級会話 

出版社名 白帝社 

科目概要と学習のねらい 
中国語の特徴は口語と書き言葉の距離が大きいです。両方の文体に慣れることができるよう、基礎会話

は、それぞれ、「会話」「短文」から構成されています。会話の指導はこの授業の重点です。学習者の

「聞く力・話す力」を身に付けられるように授業を工夫します。会話に出てくる文法は簡潔で、内容も日

常的な会話よく使います。流暢、かつ、正しい発音、大きな声で会話の内容を表現し、重要語句を暗唱が

できるのは授業の目標です。暗唱した語句を用いて、「拡写」もできるように指導の重点です。特に、重

要語句の暗記練習をよく行います。暗記のコツを詳しく指導します。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

汉语学习要点，汉语和日语的异同 
①子音の指導、挨拶用語① 
②母音の指導、挨拶用語② 
③声調の指導、挨拶用語③ 

 発音編の総復習 
④第１課 您贵姓  名前の尋ね方、教室用語 
 省略疑問文「呢」、疑問文「吗」 

 副詞「也」、動詞「是」 
⑤第１課 您贵姓  名前の尋ね方、教室用語 
 省略疑問文「呢」、疑問文「吗」 
 副詞「也」、動詞「是」 

⑥第２課 你家有几口人  所有、存在の「有」、助詞「的」

について 

⑦第２課 你家有几口人  所有、存在の「有」、助詞「的」

について 

⑧数量を尋ねる「几」「多少」、量詞「两」と「二」、動詞

述語文 

⑨数量を尋ねる「几」「多少」、量詞「两」と「二」、動詞

述語文 

⑩第３課 你是哪国人？介詞：「从」、「是…的」構文、 

 年齢の尋ね方、程度や数量を表す「多」＋形容詞、所在を

表す  「在」 

⑪第３課 你是哪国人？介詞：「从」、「是…的」構文、 

 年齢の尋ね方、程度や数量を表す「多」＋形容詞、所在を

表す  「在」 

⑫第４課 今天真热  形容詞述語文、 反復疑問文 

⑬第４課 今天真热  形容詞述語文、 反復疑問文 

⑭第５課 现在几点了？  介詞「从…到」、連動文 

⑮第５課 现在几点了？  介詞「从…到」、連動文 

⑯介詞「离」、前期総復習 

⑰介詞「离」、前期総復習 

⑱介詞「离」、前期総復習 

⑲前期テスト 

⑳前期考试解答 

㉑第 11 課 你喜欢上网吗？ 「不仅…而且」、逆接表現：

「Ａ是 Ａ…不过」 

㉒伝聞を表す：「听说」介詞：「连」、「对」 

 使役表現：「让」、「叫」  
㉓第 12 課 酒席订好了吗? 「越～越…」「越来越…」 

㉔構文：「有什么…的」、介詞：「为了」、応用練習 

「形容詞＋着＋呢」、「看来…」受け身を表す「被」、

「让」、「叫」   

㉕名前の尋ね方を参考に、自己紹介文を作成、朗読 
㉖「你家有几口人」を参考に、家族を紹介し、朗読練習 

㉗Ｐ４０総合練習 

「你是哪国人？」を参考に、友人を紹介し、朗読練習 

㉘Ｐ４５総合練習 

㉙「今天真热」を参考に、今日の天気を紹介し、朗読練習 

㉚介詞「离」「住」の使い方、応用練習 

㉛スマートフォンを使って、中国語歌「我们的明天」を検索 

㉜スマートフォンを使って、中国語歌「我们的明天」を検索 

㉝中国語の歌「我们的明天」：歌詞の朗読、歌の鑑賞 

㉞中国語の歌「我们的明天」：歌詞の朗読、歌の鑑賞 

㉟後期総復習 
㊱後期総復習 

㊲後期総復習 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

スタートアップゼミⅠ 

前期 １ 
1(19)  

後期  

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 横田 秀昭 ○   

教科書名 改訂版 Follow Up 英文法［基本］ドリル 

出版社名 CHART INSTITUTE 

科目概要と学習のねらい 
このクラスは読む、書く、話す、聞くために必要な基本的な英文法をカバーする。もし基本英文法を理解

するなら簡単な分は理解でき、簡単な英語を書いたり話したりできる。基本的な英文法の知識がなけれ

ば、英語力を高めるのは不可能である。生徒は着実に勉強することが求められる。英語力を高めたければ

土台を作るべきである。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①Be verb  present tense, past tense , negative, 
question（be 動詞、現在時制、過去時制、否定） 
② Be verb  present tense, past tense , negative, 
question 
③Verb tag question  imperative question 
 （付加疑問、命令法疑問） 
④Interrogative pronoun interrogative question 
 （疑問代名詞、疑問詞を用いる疑問） 
⑤Progressive future（未来進行形） 
⑥Auxiliary verb（助動詞） 
⑦Passive（受動） 
⑧Present perfect（現在完了） 
⑨Infinitive（否定詞） 
⑩ Infinitive 
⑪Gerund（動名詞） 
⑫ Gerund 
⑬Participle（分詞） 
⑭Relative pronoun（関係代名詞） 
⑮ Relative pronoun 
⑯Comparison（比較） 
⑰Sentence pattern（文型） 
⑱Review（復習） 
⑲ Review 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

イングリッシュコミュニケーション 
カンバセーション A 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 Jeremy Williams ○   

教科書名 Impact Conversation 1 

出版社名 Pearson 

科目概要と学習のねらい 
このクラスは中学や高校で生徒が学んだ英語の全てを使わせるため、そして海外で彼らが経験するであろ

う異なる日常の話題について話すために使うことを意図するものである。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①Unit 1 – Introductions/Group Work 
     （紹介/グループワーク） 
②Start Unit 2 – Movies（映画） 
③Finish Unit 2 
④Start Unit 3 – Opinions（意見） 
⑤Finish Unit 3  
⑥Start Unit 4 – Families（家族） 
⑦Finish Unit 4  
⑧Speaking Quiz Units 1-4（スピーキング小テス

ト） 
⑨Start Unit 5 – Fears（恐怖） 
⑩Finish Unit 5 
⑪Unit 6 – Commuting（通勤・通学） 
⑫Unit 7 – Telling stories（物語る） 
⑬Unit 8 – Healthy living（健康的生活） 
⑭Speaking Quiz Units 5-8（スピーキング小テス

ト） 
⑮Review / Speaking test prep 復習/スピーキングテ

スト準備） 
⑯ Review / Speaking test prep 
⑰ Review / Speaking test prep 
⑱Speaking Test（スピーキングテスト） 
⑲Test 

⑳Unit 9 – Breaking up（分離） 
㉑Start Unit 10 – Shopping（買い物） 
㉒Finish Unit 10 
㉓Unit 11 – Experiences Abroad（海外経験） 
㉔Start Unit 12 – Making Plans（計画を立てるこ

と） 
㉕Finish Unit 12 
㉖Speaking Quiz Units 9-12（スピーキング小テス

ト） 
㉗ Speaking Quiz Units 9-12 
㉘13 – First Impressions（第一印象） 
㉙Unit 14 - Cooking （料理） 
㉚Unit 15 – Lucky Experiences（幸運な経験） 
㉛Unit 16 – Goals & Dreams（目標と夢） 
㉜Speaking Quiz Units 13-16（スピーキング小テス

ト） 
㉝ Speaking Quiz Units 13-16 
㉞Review / Speaking test prep（復習/スピーキング

テスト準備） 
㉟ Review / Speaking test prep 
㊱ Review / Speaking test prep 
㊲Speaking Test（スピーキングテスト） 
㊳Test 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

イングリッシュコミュニケーション 
リーディング 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 杉野 弘徳 ○   

教科書名 AFP World Focus-Environment,Health,and Technology- 

出版社名 株）成美堂 

科目概要と学習のねらい 
AFP World Academic Archive (WAA) の映像ニュースで取りあげられた環境、健康、科学技術に関連した

様々な最新の話題に触れながら、初中級レベルの英語力を養成することを目的としています。Listening 
では、Key Word Study で語彙力を、Listening1/2 では全体像と細かな聞き取りの Dictation、

Comprehension Check では内容理解、Summary では映像で紹介されたニュースの要旨の確認をします。

Reading では、Vocabulary Check で基礎的な英単語の学習、Comprehension Questions では英文の内容

理解、Grammar Check では文法事項の確認と語順整序演習、また Collaborative Learning では協働学

習、課題解決の発表などを目指します。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

Lesson 1 . Global Warming and Climate Change 
      （地球温暖化と気候変動） 
1. Listening 
①1. Key Word Study 
②2. Listening Practice 1 -First Viewing – 
③3. Listening Practice 2 - Second Viewing – 

④4. Comprehension Check（理解度チェック） 
⑤5. Summary（まとめ） 

2. Reading 
⑥ 1. Vocabulary Check（語彙チェック） 

⑦ 2. Comprehension Questions （理解度質問） 
⑧ 3. Grammar Check（文法チェック） 
⑨3. Collaborative Learning（共同学習） 
 
⑩Lesson 2 . Diet and Health for Long Lives（食習慣） 

⑪ Lesson 2 . Diet and Health for Long Lives（食習慣） 
⑫Lesson 3 . Self- Driving for the Future（自動運転未来） 
⑬ Lesson 3 . Self- Driving for the Future（自動運転未来 

⑭Lesson 4 . Sustaining Biodiversity and Protecting Species 
      （生物多様性の保全と都市開発） 
⑮  Lesson 4 . Sustaining Biodiversity and Protecting 
Species 
      （生物多様性の保全と都市開発） 

⑯Lesson 5 . 3D Printers for Creating Body Parts 
      （3D プリンターの医療利用） 
⑰Lesson 6 . IT and Education（IT と教育） 

⑱Lesson 7 .Protection from Natural Disasters（免震構造） 
⑲前期テスト 
 

⑳Lesson 8. Practical Uses of Drones（ドローンの実用性） 
㉑ Lesson 8. Practical Uses of Drones（ドローンの実用性） 

㉒Lesson 9 . Garbage Problems（ごみ問題を考える） 
㉓ Lesson 9 . Garbage Problems（ごみ問題を考える） 
㉔Lesson 10. Eating Disorders（摂食障害） 
㉕ Lesson 10. Eating Disorders（摂食障害） 

㉖Lesson 11 . Virtual Reality for Therapy and Treatment 
      （バーチャルリアリティー） 
㉗ Lesson 11 . Virtual Reality for Therapy and Treatment 

      （バーチャルリアリティー） 
㉘Lesson 12 . Ecotourism and Protection of the Natural 
Habitat 
      （観光開発と自然保護） 

㉙ Lesson 12 . Ecotourism and Protection of the Natural 
Habitat 
      （観光開発と自然保護） 
㉚Lesson 13 . Health Check（ウェアラブルの進化） 
㉛ Lesson 13 . Health Check（ウェアラブルの進化） 

㉜Lesson 14 . Saving Food Waste（食品ごみを減らす） 
㉝ Lesson 14 . Saving Food Waste（食品ごみを減らす） 
㉞Lesson 15 . Climate Change, Drought, and Water Use 

      （水資源の有効利用） 
㉟ Lesson 15 . Climate Change, Drought, and Water Use 
      （水資源の有効利用） 
㊱ Lesson 15 . Climate Change, Drought, and Water Use 

      （水資源の有効利用） 
㊲復習 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

イングリッシュコミュニケーション 
リスニング 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 三牧 史奈 ○   

教科書名 Power Up Your English with CNN News, Easy English Listening & Dictation 

出版社名 株）朝日出版社,株）朝日出版社 

科目概要と学習のねらい 
本講座では、様々な国際的な場面において必要とされる英語のリスニング能力を伸ばすことを目標とす

る。テキストは CNN のニュースを取り上げたものを使用し、世界事情における知識と実用的英語能力を

身に付ける。また、授業後半ではディクテーション活動を取り入れたテキストを用い、英語らしい発音や

音の強弱に対応できる力を身に付ける。テキストは学生が興味関心を抱きやすい身近な話題を集めたもの

であり、また学生が様々な知識や情報を取り入れやすい内容となっている。ユニットごとに提示される語

彙や文法事項に関する幅広い知識や、リスニング問題において頻繁に出題される英語表現や日常会話表現

の用法などにも注意を喚起し情報提供することもまた目指す。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①ガイダンス（授業内容、評価基準、テキスト等確

認、自己目標設定） 
②Unit 1  CNN(医療・食品 )  Dictation(Unit1 
Part1) 
③Unit 2  CNN(医療)  Dictation(Unit1 Part2) 
④ Unit 2  CNN(医療)  Dictation(Unit1 Part2) 
⑤Unit 3  CNN(環境)  Dictation(Unit1 Part3) 
⑥ Unit 3  CNN(環境)  Dictation(Unit1 Part3) 
⑦Unit 4  CNN(医療・食品 )  Dictation(Unit1 
Part4) 
⑧  Unit 4  CNN(医療・食品 )  Dictation(Unit1 
Part4) 
⑨Unit 5  CNN(医療)  Dictation(Unit1 Part5) 
⑩ Unit 5  CNN(医療)  Dictation(Unit1 Part5) 
⑪ Unit 5  CNN(医療)  Dictation(Unit1 Part5) 
⑫Unit 6  CNN(医療)  Dictation(Unit2 Part1) 
⑬ Unit 6  CNN(医療)  Dictation(Unit2 Part1) 
⑭Unit 7  CNN(環境)  Dictation(Unit2 Part2) 
⑮ Unit 7  CNN(環境)  Dictation(Unit2 Part2) 
⑯ Unit 7  CNN(環境)  Dictation(Unit2 Part2) 
⑰Review 
⑱ Review 
⑲前期試験 

⑳ガイダンス（授業内容、評価基準、テキスト等確

認、自己目標設定） 
㉑Unit 8  CNN(医療)  Dictation(Unit3 Part1) 
㉒Unit 9  CNN(健康)  Dictation(Unit3 Part2) 
㉓ Unit 9  CNN(健康)  Dictation(Unit3 Part2) 
㉔Unit 10  CNN(医療・食品 )  Dictation(Unit4 
Part1) 
㉕ Unit 10  CNN(医療・食品)  Dictation(Unit4 
Part1) 
㉖Unit 11  CNN(食品)  Dictation (Unit4 Part2) 
㉗ Unit 11  CNN(食品)  Dictation (Unit4 Part2) 
㉘Unit 12  CNN(食品)  Dictation(Unit5 Part1 ) 
㉙ Unit 12  CNN(食品)  Dictation(Unit5 Part1 ) 
㉚Unit 13  CNN(環境)  Dictation(Unit5 Part2) 
㉛ Unit 13  CNN(環境)  Dictation(Unit5 Part2) 
㉜Unit 14  CNN(医療)  Dictation(Unit6 Part1) 
㉝ Unit 14  CNN(医療)  Dictation(Unit6 Part1) 
㉞Unit 15  CNN(環境・食品 )  Dictation(Unit6 
Part2) 
㉟ Unit 15  CNN(環境・食品)  Dictation(Unit6 
Part2) 
㊱Review 
㊲ Review 
㊳後期試験 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

イングリッシュコミュニケーション 
ライティング 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 Jeremy Williams ○   

教科書名 Grammar for Great Writing B 

出版社名 Cengage Learning 

科目概要と学習のねらい 
この本は生徒により長いパラグラフやエッセイを書くことを導入しながら多くの基本的文法や文章構造を

復習する。生徒は自らあるいはグループで書き方の能力を改善するために様々な活動で取り組む。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①Unit 1 – Writing about the present（現在について書き

方） 
②Unit 1 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
③Unit 2 – Writing about the past（過去についての書き方） 
④Unit 2 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 

⑤Unit 3 – Writing with present perfect（現在完了を使う書

き方） 
⑥Unit 3 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
⑦Unit 4 – Writing about the future（未来についての書き

方） 
⑧Unit 4 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
⑨Unit 5 – Writing with prepositions（前置詞を使う書き

方） 

⑩Unit 5 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
⑪Unit 6 – Using modals in sentences（分の中で助動詞を使

う） 

⑫Unit 6- Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
⑬Unit 7 – Using adjective clauses（形容詞節を使う） 
⑭Unit 7 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
⑮Unit 8 – Writing with adverb clauses（副詞節を使う書き

方） 
⑯Unit 8 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
⑰Unit 8 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
⑱Unit 8 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 

⑲前期テスト 

⑳Unit 9 – Writing with articles（冠詞を使う書き方） 

㉑Unit 9 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
㉒Unit 10 – Writing simple and compound sentences（単

文・複文の書き方） 
㉓Unit 10 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 

㉔Halloween Writing（ハロウィンについての書き方） 
㉕Unit 11 – Using parallel structure（並立構造を使う） 
㉖Unit 11 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
㉗Unit 12 – Using passive voice（受動態を使う） 

㉘Unit 12 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
㉙Unit 13 – Using gerunds and infinitives（動名詞・不定詞

を使う） 
㉚Christmas Writing（クリスマスについての書き方） 

㉛Unit 13 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
㉜Unit 14 – Writing with noun clauses（名詞節を使う書き

方） 

㉝Unit 14 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
㉞Unit 15 – Using connectors for better writing（連結詞を

使ってよりよい書き方へ） 
㉟Unit 15 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 

㊱Unit 15 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
㊲Unit 15 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
㊳前期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

語法 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 司馬 黎 ○   

教科書名 Ｗｈｙ？にこたえるはじめての中国語の文法書＜新訂版＞ 

出版社名 同学社 

科目概要と学習のねらい 

この授業はトレーニングペーパーの方式で、中国語の基本文法をマスターする構成になって

いるのです。日常生活によく使われる単語や表現を中心にとりいれ、実際の場面で中国語を

使える会話の実力をやしなうように心がけましょう。何度も何度も繰り返し練習することを

とおして、次第に身につけます。とくに初歩の段階では、模倣と反復が大切です。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

第１８課   
①文法の説明① 
②文法の説明② 
③ドリル 18 
 
第１９課   
④文法の説明① 
⑤文法の説明② 
⑥ドリル 19 
 
第 20 課   
⑦文法の説明① 
⑧文法の説明② 
⑨ドリル 20 
 
第 21 課   
⑩文法の説明① 
⑪文法の説明② 
⑫ドリル 21 
 
第 22 課   
⑬文法の説明① 
⑭文法の説明② 
⑮ドリル ２２ 
⑯復習 
⑰復習 
⑱復習 
⑲前期テスト 

第 23 課   
⑳文法の説明① 
㉑文法の説明② 
㉒ドリル 23 
 
第 24 課   
㉓文法の説明① 
㉔文法の説明② 
㉕ドリル 24 
 
第 25 課 
㉖文法の説明① 
㉗文法の説明② 
㉘ドリル 25 
 
第 26 課   
㉙文法の説明① 
㉚文法の説明② 
㉛ドリル ２６ 
 
第 2７課 
㉜文法の説明① 
㉝文法の説明② 
㉞ドリル 2７ 
㉟第 27 課～35 課の内容は写作授業の時間を利用し

て、講義する。 
㊱復習 
㊲復習 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

ボキャブラリービルディング 

前期 １ 
2(38) 実務経験あり 

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 庄山 好子 ○   

教科書名 ケンタくんの中国語 

出版社名 株）朝日出版社 

実務経験のあ

る教員等によ

る指導 

本科目の講師は、ネイティブスピーカーとしての強みと、日本語・中国語通訳としての経

験を活かし、単語力の増強の授業を行っている。 

科目概要と学習のねらい 
中国語の上達に不可欠な単語力の増強を、初歩的な文章の中でそれぞれの単語の使われ方を考え説明しな

がら着実にはかっていく。 
中国語の基礎力を固めつつ、一年後中国語検定 3 級・4 級合格へと導く実力を身につけることをめざす。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 
  発音編 子音、母音、声調 
①第一課 人称代名詞、動詞述語文 
②第一課 人称代名詞、動詞述語文 
③第二課 指示代名詞 
     連体修飾語文 
     疑問詞疑問文 
④第二課 指示代名詞 
     連体修飾語文 
     疑問詞疑問文 
⑤第三課 モノを数える量詞 
     所有を表す 有 
⑥第三課 モノを数える量詞 
     所有を表す 有 
⑦第四課 形容詞述語文 
     反復疑問文 
⑧第四課 形容詞述語文 
     反復疑問文 
⑨第五課 場所を表す 有 と 在   
     助動詞 想 と 要 
⑩第五課 場所を表す 有 と 在   
     助動詞 想 と 要 
⑪第六課 日付・時を表すことば 
     名詞述語文 など 
⑫第六課 日付・時を表すことば 
     名詞述語文 など 
⑬第七課 連動文  
     時間量 など 
⑭第七課 連動文  
     時間量 など 
⑮第八課 経験を表す文  
     動詞の重ね など 
⑯第八課 経験を表す文  
     動詞の重ね など 
⑰前期の復習 

⑱前期の復習 

⑲前期テスト 

 

⑳第九課  比較文  
      二重目的をとる動詞 など 
㉑第九課  比較文  
      二重目的をとる動詞 など 
㉒第十課  是 的 の文 
      会、能 など 
㉓第十課  是 的 の文 
      会、能 など 
㉔第 11 課 動作の進行 動作状態の持続 など 
㉕第 11 課 動作の進行 動作状態の持続 など 
㉖第十二課  方向補語 結果補語 
       動量補語 
㉗第十二課  方向補語 結果補語 
       動量補語 
㉘第十三課  自然現象を表す無主語文 
       接続語 副詞など 
㉙第十三課  自然現象を表す無主語文 
       接続語 副詞など 
㉚第十四課  例えの表現 
       禁止の表現 動作が同時に進行する表現 
㉛第十四課  例えの表現 
       禁止の表現 動作が同時に進行する表現 
㉜第十五課  文法のまとめ 
        チャレンジ問題 
㉝第十五課  文法のまとめ 
        チャレンジ問題 
㉞第十五課  文法のまとめ 
        チャレンジ問題 
㉟第十五課  文法のまとめ 
        チャレンジ問題 
㊱後期復習 
㊲後期復習 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

聴力 

前期 ２ 
4(76) 実務経験あり 

後期 ２ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 庄山 好子 ○   

教科書名 中国語リスニング道場,プリント 

出版社名 株）朝日出版社,- 

実務経験のあ

る教員等によ

る指導 

本科目の講師は中国語のネイティブスピーカーとしての強みと、日本語・中国語通訳経験

を活かしたリスニングの授業を行っている。 

科目概要と学習のねらい 
先生の生の中国語を聞かせ、発音要領を説明し、練習したあとテープを聞いて練習問題を解く。その後ビ

デオで老若男女いろいろな人の会話を聞き取れるようにもっていき、4 級程度のヒアリングができること

を目標とする。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

① 第 １ 課  あいさつ１ 
② 第 ２ 課  あいさつ２ 
③ 第 ３ 課  教室用語 
④ 第 ４ 課  数字 
⑤ 第 ５ 課  数字と量詞 
⑥ 第 ５ 課  数字と量詞 
⑦ 第 ６ 課  金額と買い物 
⑧ 第 ６ 課  金額と買い物 
⑨ 第 ７ 課  両替 
⑩ 第 ７ 課  両替 
⑪ 第 ８ 課  時間 
⑫ 第 ８ 課  時間 
⑬ 第 ９ 課  数字関連まとめ 
⑭ 第１０ 課  場所と位置 
⑮ 第１０ 課  場所と位置 
⑯ 第 １１課  道をたずねる１ 
⑰ 第 １１課  道をたずねる１ 
⑱前期復習 
⑲前期テスト 
 

⑳ 第 １２ 課  道をたずねる２ 
㉑ 第 １３ 課  道をたずねる 
㉒ 第 １４ 課  入国 
㉓ 第 １４ 課  入国 
㉔ 第 １５ 課  宿泊 
㉕ 第 １５ 課  宿泊 
㉖ 第 １６ 課  飲食１ 
㉗ 第 １６ 課  飲食 
㉘ 第 １７ 課  飲食２ 
㉙ 第 １７ 課  飲食 
㉚ 第 １８ 課  チケット購入１ 
㉛ 第 １９ 課  チケット購入２ 
㉜ 第 ２０ 課  病院に行く 
㉝ 第 ２０ 課  病院に行く 
㉞ 第 ２１ 課  郵便局 
㉟ 第 ２１ 課  郵便局 
㊱ 第 ２２ 課  宴会 
㊲後期復習 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

閲読 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 郭 麗影 ○   

教科書名 しゃべってもいいとも中国語 中西君と一緒に中国へ行こう！ 

出版社名 株）朝日出版社 

科目概要と学習のねらい 
閲読は初めて中国語を学習する学生を対象とするものです。中国語初級で修得した基礎学力を確実に高め

るために、一つの文法項目に対して、１０語程度の簡単な会話の例文があり、そして、役に立つ用語集 1

０項があります。「読む」と「書く」に授業の重点を置きます。「読む」の達成目標は、正しい声調で暗

唱ができるということで、「書く」の達成目標は、暗唱した内容を書き取りができるという。したがって

勉強した会話や用語の熟読、書き写すなどのトレーニングを行います。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①発音編１（声調・単母音音節の発音練習）及课堂

用语 

②発音編１（声調・単母音音節の発音練習）及课堂

用语 
③発音編２（声調・二重母音音節の発音の発音練

習）及课堂用语 

④発音編２（声調・二重母音音節の発音の発音練

習）及课堂用语 
⑤発音編３（声調・三重母音音節の発音練習）以及

课堂用语 

⑥発音編３（声調・三重母音音節の発音練習）以及

课堂用语 
⑦课堂用语总复习 
⑧第 5 课  迎接（単語及び・熟読・重要語句の暗

唱） 

⑨第 5 课  迎接（単語及び・熟読・重要語句の暗

唱） 

⑩役に立つ用語集１ 
⑪役に立つ用語集１ 
⑫第 6 课 欢迎会（単語及び・熟読・重要語句の暗

唱） 
⑬役に立つ用語集２ 
⑭暗唱指導及び暗唱したフレーズの書き取り 
⑮役に立つ用語集３ 
⑯中国歌曲：我们的田野  (朗读歌词、唱歌) 
⑰默写歌词、整理「役に立つ用語集」 

 观赏动画片「宝莲灯」 
⑱前期总复习 
⑲前期テスト 

⑳第 7 课  打的（単語及び・熟読・重要語句の暗

唱）・役に立つ用語集４ 

㉑第 7 课  打的（単語及び・熟読・重要語句の暗

唱）・役に立つ用語集４ 

㉒第 8课 住宿（単語及び・熟読・重要語句の暗唱） 
 役に立つ用語集 5 
㉓暗唱指導及び暗唱したフレーズの書き取り 
㉔暗唱指導及び暗唱したフレーズの書き取り 
㉕第 9 课 问路（単語及び・熟読・重要語句の暗唱） 
 役に立つ用語集 6 
㉖综合练习 
㉗第 10 课买东西（単語及び・熟読・重要語句の暗

唱）・役に立つ用語集 7 

㉘广场舞教学：14 步 
㉙复习广场舞 14 步 

㉚第 11 课  聊天儿（単語及び・熟読・重要語句の暗

唱）・役に立つ用語集 8 

㉛第 11 课  聊天儿（単語及び・熟読・重要語句の暗

唱）・役に立つ用語集 8 

㉜暗唱指導及び暗唱したフレーズの書き取り 
㉝暗唱指導及び暗唱したフレーズの書き取り 
㉞第 12 课 点菜（単語及び・熟読・重要語句の暗㉞

唱） 
㉟役に立つ用語集の整理、後期総復習 
㊱役に立つ用語集の整理、後期総復習 
㊲役に立つ用語集の整理、後期総復習 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

写作 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 司馬 黎 ○   

教科書名 初級から中級へ 中国語作文[改訂版] 

出版社名 白帝社 

科目概要と学習のねらい 
写作は語法の授業で習得したものを活かし、文と文、句と句の繋がりを文字で表現するいわゆる｢書く｣こ

とだと言えるでしょう。｢聞く｣、｢話す｣以外に不可欠なのは｢書く｣ことです。写作Ⅰ、写作Ⅱにおいて、

基本的な文法をふまえながら、数多く練習をかさねることで、皆さんが容易に中国語の文章表現を修得

し、応用できるようにご指導致します。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①第一课     我是学生 
②第一课     我是学生 
③第二课     我家有五口人 
④第二课     我家有五口人 
⑤復習一 
⑥第三课     他在图书馆 
⑦第三课     他在图书馆 
⑧第四课     公园里人很多 
⑨第四课     公园里人很多 
⑩第五课     我喝啤酒，他喝日本酒 
⑪第五课     我喝啤酒，他喝日本酒 
⑫第六课     我去买面包 
⑬第六课     我去买面包 
⑭第七课     今天星期天 
⑮第七课     今天星期天 
⑯復習二？ 
⑰第八课     你喝水吗？ 
⑱総合復習 
⑲前期テスト 

⑳第八课     你喝水吗？ 
㉑第八课     你喝水吗？ 
㉒第九课     那位是谁？ 
㉓第九课     那位是谁？ 
㉔第十课     你们班有多少人？ 
㉕第十课     你们班有多少人？ 
㉖第十一课   这个皮包贵不贵 
㉗第十一课   这个皮包贵不贵 
㉘復習三 
㉙第十二课   你买了几枝钢笔？ 
㉚第十二课   你买了几枝钢笔？ 
㉛第十三课   天已经很热了 
㉜第十三课   天已经很热了 
㉝第十四课   桌子上放着一架收音机 
㉞第十四课   桌子上放着一架收音机 
㉟第十五课   田中去国中国 
㊱第十五课   田中去国中国 
㊲復習四 
㊳後期テスト 

 



15 

科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

写作 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 司馬 黎 ○   

教科書名 初級から中級へ 中国語作文[改訂版] 

出版社名 白帝社 

科目概要と学習のねらい 
写作は語法の授業で習得したものを活かし、文と文、句と句の繋がりを文字で表現するいわゆる｢書く｣こ

とだと言えるでしょう。｢聞く｣、｢話す｣以外に不可欠なのは｢書く｣ことです。写作Ⅰ、写作Ⅱにおいて、

基本的な文法をふまえながら、数多く練習をかさねることで、皆さんが容易に中国語の文章表現を修得

し、応用できるようにご指導致します。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①第一课     我是学生 
②第一课     我是学生 
③第二课     我家有五口人 
④第二课     我家有五口人 
⑤復習一 
⑥第三课     他在图书馆 
⑦第三课     他在图书馆 
⑧第四课     公园里人很多 
⑨第四课     公园里人很多 
⑩第五课     我喝啤酒，他喝日本酒 
⑪第五课     我喝啤酒，他喝日本酒 
⑫第六课     我去买面包 
⑬第六课     我去买面包 
⑭第七课     今天星期天 
⑮第七课     今天星期天 
⑯復習二？ 
⑰第八课     你喝水吗？ 
⑱総合復習 
⑲前期テスト 

⑳第八课     你喝水吗？ 
㉑第八课     你喝水吗？ 
㉒第九课     那位是谁？ 
㉓第九课     那位是谁？ 
㉔第十课     你们班有多少人？ 
㉕第十课     你们班有多少人？ 
㉖第十一课   这个皮包贵不贵 
㉗第十一课   这个皮包贵不贵 
㉘復習三 
㉙第十二课   你买了几枝钢笔？ 
㉚第十二课   你买了几枝钢笔？ 
㉛第十三课   天已经很热了 
㉜第十三课   天已经很热了 
㉝第十四课   桌子上放着一架收音机 
㉞第十四课   桌子上放着一架收音机 
㉟第十五课   田中去国中国 
㊱第十五课   田中去国中国 
㊲復習四 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

中国事情 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 郭 麗影 ○   

教科書名 体験的に学ぶ中国語 

出版社名 駿河台出版社 

科目概要と学習のねらい 
「中国事情」は、鈴木美子の北京留学生活を話題として取り上げ、いろんな場面で行われる会話を初級文

法と合わせながら授業を展開します。勉強を通して、中国人のものの考え方や、生活習慣などを理解し、

実際の旅にも役に立つような中国語を指導する。 
「話す」「聞く」「読む」「書く」能力のなかで、他の授業と同じ、1 年生の「中国事情」も「話す」

「聞く」能力の向上を目指します。この授業の特色は、場面毎の日常会話を多くとりあげたＤＶＤを使っ

て、ピンインと会話の両面から授業を進めていきます。ＤＶＤには日常生活にそのまま使えそうなフレー

ズがたくさん入っていますので、ＤＶＤの内容を中国語劇にし、実践的な中国語会話を指導します。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

发音复习：听写音 表 

堂用 总复习 

①第 1   第一次上  （单 、 法要点） 

②第 1   第一次上  （单 、 法要点） 

③第 1   第一次上  （ 文朗 、重要 句的背 ） 

④第 2  在 行换 （单 、 法要点） 

⑤第 2  在 行换 （单 、 法要点） 

⑥第 2  在 行换 （ 文朗 、重要 句的背 ） 

⑦第 3   路（单 、 法要点） 

⑧第 3   路（单 、 法要点） 

⑨第 3   路（ 文朗 、重要 句的背 ） 

⑩第 4  去沙 剪发（单 、 法要点） 

⑪第 4  去沙 剪发（单 、 法要点） 

⑫第 4   去沙 剪发（ 文朗 、重要 句的背 ） 

⑬第 5  在万里 城合影（单 、 法要点） 

⑭第 5  在万里 城合影（单 、 法要点） 

⑮第 5  在万里 城合影（ 文朗 、重要 句的背 ） 

⑯用 youtube 看 短剧 
⑰用 youtube 看 短剧 

⑱前期内容总复习 

⑲前期考  

 

⑳前期考 解答 

㉑第 6  感冒了要去医院（单 、 法要点） 

㉒第 6  感冒了要去医院（ 文朗 、重要 句的背 ） 

㉓第 7  买东西之一： 买水果 

㉔第 7  买东西之二：买衣服 

㉕第 7 买东西之三：买化妆品 

㉖第 8  去老师家（单 、 法要点） 

㉗第 8  去老师家（ 文朗 、重要 句的背 ） 

㉘第 9   和中国人交朋友（单 、 法要点） 

㉙第 9  和中国人交朋友（ 文朗 、重要 句的背 ） 

㉚第 10   聚餐（单 、 法要点） 

㉛第 10   聚餐（ 文朗 、重要 句的背 ） 

㉜第 11   欢送会（单 、 法要点） 

㉝第 11   欢送会（ 文朗 、重要 句的背 ） 

㉞第 12   在机场（ 单 、 法要点） 

㉟第 12  在机场（ 文朗 、重要 句的背 ） 

㊱後期总复习 
㊲後期总复习 

㊳後期考  

 

 



17 

科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

旅行会話 

前期 １ 
2(38) 実務経験あり 

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 庄山 好子 ○   

教科書名 これでパーフェクト！新・中国語の旅 

出版社名 株）朝日出版社 

実務経験のあ

る教員等によ

る指導 

本科目の講師は、中国語のネイティブスピーカーとして、また日本語・中国語の通訳経験

を活かし、旅行に役立つ授業を行っている。 

科目概要と学習のねらい 
旅行会話は、場面別･機能別の実用中国語会話がとても重要である。日常会話や身近なこと、自分の気持ち

を中国語で言ってみる。さまざまな場面を想定して、その場面にふさわしい会話を練習する。言葉が通じ

るためには、発音が大事である。言葉が通じると旅が更に楽しくなるはずだ。また、中国人の考え方、言

い方、文化の違いを学生に伝え、この 1 年間で中国人とスム－ズに会話ができるように指導していきた

い。旅行やビジネスにも役立ちたいと思う。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

 
 
①第一課  你好 
②第一課  你好 
③第二課  给你 
④第二課  给你 
⑤第三課  您贵姓 

⑥第三課  您贵姓 
⑦第四課  怎么样 

  ⑧第四課  怎么样 
⑨第五課  乘出租车 
⑩第五課  乘出租车 
⑪第六課  买水果 
⑫第六課  买水果 
⑬第七課  访友 
⑭第七課  访友 

 ⑮第八課  去吃饭 
 ⑯第八課  去吃饭 
 ⑰前期復習 
 ⑱前期復習 
 ⑲前期テスト 
 

 
 
⑳第九課  认识新朋友  
㉑第九課  认识新朋友 
㉒第十課  开车 
㉓第十課  开车 

 ㉔第十一課 志愿者活动 
㉕第十一課 志愿者活动 
㉖第十二課 去网吧 
㉗第十二課 去网吧 
㉘第十三課  看病 
㉙第十三課  看病 

 ㉚第十四課  看演出 
 ㉛第十四課  看演出 
㉜第十五課  道别 
㉝後期復習 
㉞後期復習 

 ㉟後期復習 
 ㊱後期復習 
 ㊲後期復習 
 ㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

ビジュアル中国語 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 郭 麗影 ○   

教科書名 アクション！－コミュニケーション中国語－ 

出版社名 株）朝日出版社 

科目概要と学習のねらい 
初めて中国語を学習する学生を対象とするものです。中国語初級で修得した基礎学力を確実に高めるため

に、一つの文法項目に対して、１０語程度の簡単な会話の例文があり、そして、役に立つ用語集 11 項があ

ります。「読む」と「書く」に授業の重点を置きます。「読む」の達成目標は、正しい声調で暗唱ができ

るということで、「書く」の達成目標は、暗唱した内容を書き取りができるという。したがって勉強した

会話や用語の熟読、書き写すなどのトレーニングを行います。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①発音編１（子音・単母音） 
②発音編２（子音・二重母音） 
③発音編３（声調のパターントレーニング） 
④発音編４（発音の総合練習） 
⑤成龙是演员（熟読及び重要語句の暗唱  「是」の

「不」用法） 
⑥中国的食文化（熟読及び重要語句の暗唱  S+V+O
の構文） 
⑦フレーズ暗唱指導１ 
⑧我喜欢喝花茶（熟読及び重要語句の暗唱 形容詞述

語文） 
⑨熊猫欢欢在北京（熟読及び重要語句の暗唱 数字・

量詞） 
⑩フレーズ暗唱指導２ 
⑪和曹操一起过生日（熟読及び重要語句の暗唱 名詞

述語文） 
⑫和曹操一起过生日（熟読及び重要語句の暗唱 名詞

述語文） 

⑬不到长城非好汉（熟読及び重要語句の暗唱 「有」

と「在」） 

⑭不到长城非好汉（熟読及び重要語句の暗唱 「有」

と「在」） 
⑮暗唱指導及び暗唱したフレーズの書き取り 
⑯暗唱指導及び暗唱したフレーズの書き取り 
⑰前期総復習 

⑱前期総復習 
⑲前期テスト 

⑳前期考试解答 

㉑中国語でチャットする指導、好きな中国芸能人を検

索 

㉒声調パターン毎に単語の整理及び暗唱指導１回目

（二音節） 

㉓声調パターン毎に単語の整理及び暗唱指導２回目

（四音節） 
㉔単語を使って反復疑問文 30 個作成及び暗唱指導 
㉕声調パターン毎に単語の整理及び暗唱指導３回目

（二音節） 
㉖整理した単語を使って「会・能・可以」構文 30 個

を作成及び暗 唱指導 
㉗声調パターン毎に単語の整理及び暗唱指導４回目

（四音節） 
㉘整理した単語を使って方向補語構文 30 個を作成及

び暗唱指導 
㉙声調パターン毎に単語の整理及び暗唱指導５回目

（四音節） 

㉚整理した単語を使って禁止表現 30 個を作成及び暗

唱指導 
㉛効率よく単語量を増やす為 
㉜整理した単語を使って「想・要」構文 30 個を作成

及び暗唱指導 
㉝離れ技のＶＯ動詞 
㉞文の構造をつかむために 
㉟ＩＴ用語集作成 

㊱後期総復習 
㊲後期総復習 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

中国語検定対策 

前期 ３ 
6(114) 実務経験あり 

後期 ３ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 庄山 好子 ○   

教科書名 

改訂版 合格奪取！中国語検定４級 トレーニングブック,一発合格！よく出る中国語検定

3 級問題集,プリント 

出版社名 アスク出版,ナツメ社,- 

実務経験のあ

る教員等によ

る指導 

本科目の講師は、中国語のネイティブスピーカーとしての強みと、日本語、中国語の通訳

の経験を活かした検定対策の授業を展開している。 

科目概要と学習のねらい 

このクラスでは、中国語検定 3 級・4 級に必要なリスニング及び筆記能力の習得をめざす。リスニングは

中国語検定の既出問題などできるだけ多くのリスニング問題にあたり、実践的なリスニング能力の習得に

努める。また筆記面では、基本的な重要文法を学びつつ、声調、発音、語順の並べ替え、そして長文読解

のそれぞれの問題に取り組み、筆記能力をみがき中国語検定３級・４級の合格をめざす。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①第１部第１章リスニング１．短文問題（一問一

答） 

②２．短文問題（会 話） 

③３．長文問題 

④第２章筆記１．声調調の組み合わせ 

⑤２．発音と声調 

３．空欄補充 

⑥ ①．動詞・助動詞 

⑦ ②．数量詞 

⑧ ③．介詞 

⑨ ④．副詞 

⑩ ⑤．量詞 

⑪ ⑥．補語 

⑫ ⑦．疑問代詞 

⑬ ⑧．受身・使役の表現 

⑭ ⑨．状態や、動作の階段を表す表現 

⑮ ⑩．複文・構文 

⑯ ⑪．その他 

⑰前期復習 

⑱前期復習 

⑲前期テスト 

⑳４．語順の並べ替え ①．介詞・動詞 

㉑ ②．副詞 

㉒ ③．補語 

㉓ ④．離合動詞  

㉔ ⑤．疑問文量 

㉕ ⑥．連動文  

㉖ ⑦．比較分 

㉗ ⑧．「把」構文 

㉘ ⑨．複文・構文ほか 

㉙ ⑩．その他 

㉚５．長文読解（中国語検定３級・４級既出長文読

解問題の分析・解読） 

㉛５．長文読解（中国語検定３級・４級既出長文読

解問題の分析・解読） 

㉜６．中国語訳 

㉝第２部３級の模擬問題 問題１ 

㉞第２部３級の模擬問題 問題２ 

㉟第２部３級の模擬問題 問題３ 

㊱前期復習 

㊲前期復習 

㊳前期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

ビジネス教養講座 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 師井 三哉子   〇 

教科書名 デキる社会人になる！基本のビジネスマナー,秘書検定 2 級実問題集,プリント 

出版社名 西東社,早稲田教育出版,- 

科目概要と学習のねらい 

当講座では、社会人として求められるビジネスマナーを身に着けることを目指します。 
前期は、テキスト「デキる社会人になる！基本のビジネスマナー」を使用し、学生と社会人との違いや、

社会人として必要な常識、言葉遣いなどについて学びます。 
後期では、「秘書検定 2 級実問題集」のテキストを使い、前期で学んだ知識や技能をさらに深く学ぶこと

で、より社会人として実践的な応対やマナーを習得します。 
本講座終了時に「ビジネス実務マナー検定 2 級」もしくは「秘書検定 2 級」程度の取得を目標とします。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①授業の進め方・オリエンテーション 
②テキスト「ビジネスマナー」身だしなみ 
③テキスト「ビジネスマナー」仕事の基本 
④テキスト「ビジネスマナー」仕事の基本 
⑤テキスト「ビジネスマナー」言葉づかい＆電話 
⑥テキスト「ビジネスマナー」言葉づかい＆電話 
⑦テキスト「ビジネスマナー」言葉づかい＆電話 
⑧テキスト「ビジネスマナー」接客と訪問 
⑨テキスト「ビジネスマナー」接客と訪問 
⑩テキスト「ビジネスマナー」接客と訪問 
⑪テキスト「ビジネスマナー」ビジネス文書＆ネッ

ト 
⑫テキスト「ビジネスマナー」ビジネス文書＆ネッ

ト 
⑬テキスト「ビジネスマナー」社内外の交流 
⑭テキスト「ビジネスマナー」社内外の交流 
⑮テキスト「ビジネスマナー」社内外の交流 
⑯テキスト「ビジネスマナー」おつき合い 
⑰テキスト「ビジネスマナー」おつき合い 
⑱テキスト「ビジネスマナー」おつき合い 
⑲前期テスト 

⑳前期の復習  ・  秘書とは 
㉑テキスト「秘書検定 2 級実問題集」・必要とされ

る資質 
㉒テキスト「秘書検定 2 級実問題集」・必要とされ

る資質 
㉓テキスト「秘書検定 2 級実問題集」・職務知識 
㉔テキスト「秘書検定 2 級実問題集」・職務知識 
㉕テキスト「秘書検定 2 級実問題集」・一般知識 
㉖テキスト「秘書検定 2 級実問題集」・一般知識 
㉗テキスト「秘書検定 2 級実問題集」・マナー＆接

遇 
㉘テキスト「秘書検定 2 級実問題集」・マナー＆接

遇 
㉙テキスト「秘書検定 2 級実問題集」・マナー＆接

遇 
㉚テキスト「秘書検定 2 級実問題集」・マナー＆接

遇 
㉛テキスト「秘書検定 2 級実問題集」・技能 
㉜テキスト「秘書検定 2 級実問題集」・技能 
㉝テキスト「秘書検定 2 級実問題集」・技能 
㉞テキスト「秘書検定 2 級実問題集」・技能 
㉟復習 
㊱復習 
㊲復習 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

総合教養講座Ⅰ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 父母 重喜   〇 

教科書名 プリント 

出版社名 - 

科目概要と学習のねらい 

一般教養、SPI 能力検査、適性検査等の問題演習をとおして、基礎教養や検査技能を磨き、就職試験に欠

かせない総合的な教養の向上を図る。また、就活に関するガイダンス、社会人教養講座、職業調べ学習等

も適宜実施し、職業観を育成しながら進路意識の高揚をはかる。ハローワークと連携し、進路面談等で進

路情報を共有し全員の進路実現を目指し、年間をとおして総合的な進路学習を行う。 
 
成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①問題演習  SPI ① 適性① 一般教養①② 
②問題演習  SPI ② 適性② 一般教養③④ 
③問題演習  SPI ③ 適性③ 一般教養⑤⑥ 
④ハローワーク講話 
⑤問題演習  SPI ④ 適性④ 一般教養⑦⑧ 
⑥問題演習  SPI ④ 適性④ 一般教養⑦⑧ 
⑦問題演習  SPI ⑤ 適性⑤ 一般教養⑨⑩ 
⑧問題演習  SPI ⑤ 適性⑤ 一般教養⑨⑩ 
⑨問題演習  SPI ⑥ 適性⑥ 一般教養⑪⑫ 
⑩問題演習  SPI ⑥ 適性⑥ 一般教養⑪⑫ 
⑪社会人講座Ⅰ 
⑫問題演習  SPI ⑦ 適性⑦ 一般教養⑬⑭ 
⑬問題演習  SPI ⑧ 適性⑧ 一般教養⑮⑯ 
⑭問題演習  SPI ⑨ 適性⑨ 一般教養⑰⑱ 
⑮社会人講座Ⅱ・インターンシップ事前指導 
⑯問題演習  SPI ⑩ 適性⑩ 一般教養⑲⑳ 
⑰問題演習  SPI ⑪ 適性⑪ 一般教養㉑㉒ 
⑱問題演習  SPI ⑫ 適性⑫ 一般教養㉓㉔ 
⑲前期試験 

⑳問題演習  SPI ① 適性① 一般教養①② 
㉑問題演習  SPI ② 適性② 一般教養③④ 
㉒問題演習  SPI ③ 適性③ 一般教養⑤⑥ 
㉓問題演習  SPI ④ 適性④ 一般教養⑦⑧ 
㉔ハローワーク講話 
㉕問題演習  SPI ⑤ 適性⑤ 一般教養⑨⑩ 
㉖職業調べ学習Ⅰ 
㉗職業調べ学習Ⅰ 
㉘問題演習  SPI ⑥ 適性⑥ 一般教養⑪⑫ 
㊴職業調べ学習Ⅱ 
㉚職業調べ学習Ⅱ 
㉛職業調べ学習発表会 
㉜職業調べ学習発表会 
㉝問題演習  SPI ⑦ 適性⑦ 一般教養⑬⑭ 
㉞問題演習  SPI ⑧ 適性⑧ 一般教養⑮⑯ 
㉟問題演習  SPI ⑨ 適性⑨ 一般教養⑰⑱ 
㊱問題演習  SPI ⑩ 適性⑩ 一般教養⑲⑳ 
㊲問題演習  SPI ⑪ 適性⑪ 一般教養㉑㉒ 
㊳後期試験 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

情報処理 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 恒松 宏美   〇 

教科書名 プリント 

出版社名 - 

科目概要と学習のねらい 

前期は、Windows10 の基本的な使い方を学ぶ。また、日本情報処理検定のパソコンスピード（日本語・英

文）や文書デザイン検定過去問題を解きながら、Word2016 の機能をマスターする。 
後期は、日本情報処理検定の表計算を解きながら Excel2016 の機能をマスターする。 
年２回実施される日本情報処理検定対策も兼ねている。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①教室内ネットワーク・タイピング（日本語・英

文） 
②タイピング（日本語・英文） 
③フォネティック 
④Windows10 について 
⑤インターネット検索（Microsoft Edge） 
⑥ショートカットキー 
⑦エクスプローラー、拡張子、ピン留め 
⑧スタートメニュー 
⑨テンプレートを使ったチラシ作成（Word2016） 
⑩テンプレートを使ったチラシ作成（Word2016） 
⑪日本情報処理検定 文書デザイン 4～ 3 級

（Word2016） 
⑫日本情報処理検定 文書デザイン 4～ 3 級

（Word2016） 
⑬日本情報処理検定 文書デザイン 4～ 3 級

（Word2016） 
⑭その他 Word の機能（アンカー、図形の変更、図

形の塗りつぶし、枠線、図形の効果） 
⑮その他 Word の機能（アンカー、図形の変更、図

形の塗りつぶし、枠線、図形の効果） 
⑯その他 Word の機能（アンカー、図形の変更、図

形の塗りつぶし、枠線、図形の効果） 
⑰復習 

⑱復習 

⑲前期試験 

⑳10 キーをマスターしよう 
㉑ 日 本 情 報 処 理 検 定  表 計 算 4 級 ・ 3 級

（Excel2016） 
ワンポイントプリント 
・罫線 
・文字配置 

㉒㉓㉔㉕ 
・表示形式の変更（小数点桁上げ・下げ、パーセ

ーント、コンマ） 
・四則演算子 
・関数（ＳＵＭ、ＡＶＥＲＡＧＥ、ＭＡＸ、ＭＩ

Ｎ、ＩＦ、ＲＯＵＮＤＵＰ、ＲＯＵＮＤ、ＲＯＵ

ＮＤＤＯＷＮ、ＩＮＴ、ＲＡＮＫ） 
㉖関数のネスト 
㉗㉘相対参照、絶対参照 
㉙並べ替え 
㉚連続データの入力・ファンクションキー 
㉛㉜㉝グラフ作成 
㉞ヘッダーとフッター・印刷設定 
㉟日本情報処理検定過去問題 
㊱日本情報処理検定過去問題 
㊲復習 
㊳後期試験 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

茶道 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 飽本 晴美   〇 

教科書名 - 

出版社名 - 

科目概要と学習のねらい 

和風文化の様々な要素を含む茶の湯の稽古を通して、日本の伝統文化を総合的に学ぶ。 
 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①お菓子の食べ方、お茶の飲み方、出し方 

②お菓子の食べ方、お茶の飲み方、出し方 

③立ち居振る舞い 

 座り方、お辞儀の仕方 

④座り方、お辞儀の仕方 

⑤座り方、お辞儀の仕方 

⑥ふすまの開け方、閉め方、床の拝見、挨拶の仕方 

⑦ふすまの開け方、閉め方、床の拝見、挨拶の仕方 

⑧ふすまの開け方、閉め方、床の拝見、挨拶の仕方 

⑨割り稽古 

 帛紗さばき、棗の拭き方、茶杓の拭き方 

⑩帛紗さばき、棗の拭き方、茶杓の拭き方 

⑪帛紗さばき、棗の拭き方、茶杓の拭き方 

⑫茶巾のたたみ方、茶碗の拭き方、道具の仕込み方、

茶筅通し、お菓子の挨拶、小膝まわし 

⑬茶巾のたたみ方、茶碗の拭き方、道具の仕込み方、

茶筅通し、お菓子の挨拶、小膝まわし 

⑭通し稽古（湯なし） 

⑮通し稽古（湯なし） 

⑯通し稽古（湯あり） 

⑰通し稽古（湯あり） 

⑱講義 

⑲前期テスト 

⑳通し稽古（湯あり） 

㉑通し稽古（湯あり） 

㉒通し稽古（湯あり） 

㉓通し稽古（湯あり） 

㉔通し稽古（湯あり） 

㉕辛島祭発表会稽古 

㉖辛島祭発表会稽古 

㉗辛島祭発表会稽古 

㉘辛島祭発表会稽古 

㉙通し稽古（湯あり） 

㉚通し稽古（湯あり） 

㉛通し稽古（湯あり） 

㉜通し稽古（湯あり） 

㉝通し稽古（湯あり） 

㉞通し稽古（湯あり） 

㉟通し稽古（湯あり） 

㊱通し稽古（湯あり） 

㊲講義 

㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

華道 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 前田 光子   〇 

教科書名 草月のいけばな「１・２花型」 

出版社名 財団法人草月会 

科目概要と学習のねらい 

日本文化の伝統的ないけばな学ぶ事により、創造の喜びと楽しみを発見し、生活を豊かに、個性を伸ばす

ことを目的とします。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①ビデオにより いけ花の紹介 
②１－１ 基本立真型・盛花 
③１－１ 基本立真型・盛花 
④１－２ 基本立真型・盛花 
⑤１－３ 基本立真型・盛花（逆勝手） 
⑥１－３ 基本立真型・盛花（逆勝手） 
⑦自由に生けてみる 
⑧１－７ 基本傾真型・盛花 
⑨１－８ 基本傾真型・盛花 
⑩自由に生けてみる 
⑪１－１１ 第一応用立真型・盛花 
⑫１－１３ 第一応用傾真型・盛花 
⑬１－１３ 第一応用傾真型・盛花 
⑭自由に生けてみる 
⑮１－１６ 第二応用立真型・盛花 
⑯１－１６ 第二応用立真型・盛花 
⑰１－１８ 第二応用傾真型・盛花 
⑱１－１８ 第二応用傾真型・盛花 
⑲前期テスト 

⑳前期「１」の中から自由にいけてみる 
㉑前期「１」の中から自由にいけてみる 
㉒２－１ 第三応用立真型・盛花 
㉓２－１ 第三応用立真型・盛花 
㉔２－３ 第三応用傾真型・盛花 
㉕２－３ 第三応用傾真型・盛花 
㉖２－５ 第四応用立真型・盛花 
㉗２－５ 第四応用立真型・盛花 
㉘２－７ 第四応用傾真型・盛花 
㉙２－７ 第四応用傾真型・盛花 
㉚自由に生けてみる 
㉛自由に生けてみる 
㉜２－１１ 第五応用立真型・盛花 
㉝２－１１ 第五応用立真型・盛花 
㉞２－１４ 第六応用平真型・盛花 
㉟２－１４ 第六応用平真型・盛花 
㊱２－１６ 第七応用花型・浮き花・敷き花 
㊲２－１６ 第七応用花型・浮き花・敷き花 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

韓国語Ⅰ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 田 峻哲  〇  

教科書名 韓国語初級[改訂版] 

出版社名 白帝社 

科目概要と学習のねらい 

初めての韓国語学習者を対象としたクラスです。韓国語の文字である「ハングル」の読み書きを覚える

ことから始めます。同時に日常的に頻繁に使われている挨拶表現や身の回りの語彙と語句等を並行して覚

えていきます。ハングルの読み書きが確実に定着してきたら、基本的な文法項目を学習しながら、その文

法項目を活用して簡単な会話をたくさん練習していきます。授業は日本語と韓国語で行い、日韓両言語の

類似点と相違点等を比較しながら、できるだけ分かりやすくゆっくり進めていきます。そして、韓国の文

化や事情等にも少し触れながら楽しく進めていきます。前期はハングルの読み書きができること、自己紹

介と挨拶、簡単なフレーズ等ができることをその目標とします。後期は学習した文法項目を応用して、や

さしい日常会話と簡単な作文等ができることをその目標とします。なお、授業計画はおおよそ以下のとお

りですが、場合によって少々変わることもあります。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

1. 韓国語について 
2. 基本母音字と「こんにちは」 
3. 基本子音字 1 と「ありがとうございます」 
4. 基本子音字 2 と「すみません」 
5. 基本子音字 3 と「さようなら」 
6. 平音と激音と「国名」 
7. 平音と激音と濃音と「職業」 
8. 合成母音字と「家族」 
9. 終声子音字と「身体」 
10. 連音と「漢数詞」 
11. かなのハングル表記法と「固有数詞」 
12. 挨拶と教室用語 
13. 第 14 課 「私は学生です」 
14. 助詞「は」と指定詞「である」 
15.  作文「自己紹介」 
16. 総合整理 
17.  総合整理 
18.  総合整理 
19. 前期テスト 

20. 前期の復習 
21. 第 15 課 「あの方はだれですか」 
22. 助詞「が」と指定詞「ではない」 
23. 聞き取りと書き取りと作文の練習 
24. 第 16 課 「これは何ですか」 
25. 指示代名詞「こ・そ・あ・ど」 
26. 助詞「の・も」と形式名詞「もの」 
27. 聞き取りと書き取りと作文の練習 
28. 第 17 課 「ここは何処ですか」  
29. 存在詞「ある」と「ない」  
30. 助詞「に・と」と位置関係表現  
31. 聞き取りと書き取りと作文の練習 
32. 第 18 課 「今日は何をしますか」 
33. 用言の活用「ハムニダ体」の作り方 
34. 用言の否定表現と助詞「を・へ・で」 
35. 発音の変化と助詞のまとめ 
36. 総合整理 
37. 総合整理 
38. 後期テスト 

 



26 

科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

仏語 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 Ferrero Yves Pierre  〇  

教科書名 新装改訂版 新・東京―パリ、初飛行(ＣＤ付） 

出版社名 駿河台出版社 

科目概要と学習のねらい 

フランス語を学びながら、フランス人や文化について楽しめる講座です。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①レッスンの流れ、２年間フランス語のためにつかう

「カタカナ」 
②レッスン 1：あいさつ、自己紹介、名、職業、出身 
③レッスン 1：あいさつ、自己紹介、名、職業、出身 
④レッスン 1：あいさつ、自己紹介、名、職業、出身 
⑤「である」＝ être 動詞の現在形 
⑥レッスン 2：好み、冠詞、数字（1～10） 
⑦レッスン 2：好み、冠詞、数字（1～10） 
⑧レッスン 2：好み、冠詞、数字（1～10） 
⑨レッスン 3：家族年齢、所有形容詞 
⑩レッスン 3：家族年齢、所有形容詞、 
⑪「もつ」＝ avoir 動詞 
⑫「もつ」＝ avoir 動詞 
⑬復習：être、avoir の現在形 
⑭復習：être、avoir の現在形 
⑮復習：être、avoir の現在形 
⑯復習：レッスン 1・2・3(1/2) 
⑰復習：レッスン 1・2・3(1/2) 
⑱復習：レッスン 1・2・3(1/2) 
⑲TEST 

⑳レッスン 3：後半 
㉑レッスン 3：後半 
㉒レッスン 4：天気、近接未来、存在、必要、数字

（～20） 
㉓レッスン 4：天気、近接未来、存在、必要、数字

（～20） 
㉔レッスン 4：天気、近接未来、存在、必要、数字

（～20） 
㉕「行く」= aller 
㉖レッスン 5：時間、望み、数字（～99） 
㉗レッスン 5：時間、望み、数字（～99） 
㉘レッスン 5：時間、望み、数字（～99） 
㉙復習：être 、avoir 、aller 
㉚復習：être 、avoir 、aller 
㉛復習：数字（1～99）、レッスン 1～3 
㉜復習：数字（1～99）、レッスン 1～3 
㉝復習：数字（1～99）、レッスン 1～3 
㉞復習：レッスン 4・5 
㉟復習：レッスン 4・5 
㊱復習：レッスン 4・5 
㊲復習：レッスン 4・5 
㊳TEST 

 


