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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

中級会話 

前期 ２ 
4(76)  

後期 ２ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 郭 麗影 ○   

教科書名 変化する中国 

出版社名 白水社 

科目概要と学習のねらい 
二年生の皆さんは、中国の基礎文法を一通り習いましたが、「まだ上手く活用できない、もっと自由に言いたい、話を口に

したい」、「少しでも中国人の普通の話を聞き取りたい」、「中国人の観光客とコミュニケーションを取りたい」と学習の

意欲が有ります。中級会話では、このような目標に向けて、授業を行います。初級から中級へ進む段階で、意欲を失って、

中国語を途中放棄したという話をよく耳にしますが、いきなり、難しい単語や、文章に接することが、その一要因と言えそ

うです。中級会話は、発音を点検しながら、初級で学んだ基本文型、文法を再確認して、平易な文を解読し、本文と関連し

た会話（ワンポイントレッスン）、練習問題へと進めるという構成になっています。そして、「中国語だけの１０分間」を

続けてやります。この１０分間で講師と学生と一緒に、すでに習熟した構文、慣用句を用いて、ストーリーを作ってもらい

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第 1   候   新出単語 段落的划分，段落

大意归  

②第 1   候   全文朗読、重要段落の熟 、

暗記 

③第 2   食    新出単語 段落的划分，段落大

意归  

④第 2   食     全文朗読、重要段落の熟 、暗

記 

⑤第 3   自由市场   新出単語 段落的划分，段落

大意归  

⑥第 3   自由市场    全文朗読、重要段落の熟

、暗記 

⑦第 4   价 价    新出単語 段落的划分，段

落大意归  

⑧第 4   价 价    全文朗読、重要段落の熟

、暗記 

⑨第 5   客   新出単語 段落的划分，段落大意

归  

⑩第 5   客    全文朗読、重要段落の熟 、暗

記 

⑪第 6   餐桌礼仪   新出単語 段落的划分，段落

大意归  

⑫第 6   餐桌礼仪   全文朗読、重要段落の熟 、

暗記 

⑬⑭中国歌曲  传奇  歌 翻 、朗 ，歌唱 习 

⑮⑯中国歌曲  传奇  歌 背 、歌唱 习 

⑰⑱総復習 

⑲前期試験 

⑳第 7   候   新出単語 段落的划分，段落

大意归  

㉑第 7   候   全文朗読、重要段落の熟 、

暗記 

㉒第 8   食    新出単語 段落的划分，段落大

意归  

㉓第 8   食     全文朗読、重要段落の熟 、暗

記 

㉔第 9   自由市场   新出単語 段落的划分，段落

大意归  

㉕第 9   自由市场    全文朗読、重要段落の熟

、暗記 

㉖第 7 、第 8 、第 9 的 合 习 

㉗10   价 价    新出単語 段落的划分，段落

大意归  

㉘第 10   价 价    全文朗読、重要段落の熟

、暗記 

㉙第 11   客   新出単語 段落的划分，段落大

意归  

㉚第 11   客    全文朗読、重要段落の熟 、暗

記 

㉛第 12   餐桌礼仪   新出単語 段落的划分，段

落大意归  

㉜第 12   餐桌礼仪   全文朗読、重要段落の熟

、暗記 

㉝㉞中国歌曲  梨花又开放   歌 翻 、朗 ，歌唱

习 

㉟㊱中国歌曲  梨花又开放    歌 背 、歌唱 习 

㊲㊳総復習 

㊴後期試験 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

上級会話 

前期 ２ 
4(76)  

後期 ２ 

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 2 DVD 付,使える！！大学生的中国語 

出版社名 株）朝日出版社,同学社 

科目概要と学習のねらい 
このテキストは日常会話によく使う表現や語彙が多く載せました。場面を想定して、登場人物になりきり、実際

に話をしているようなつもりで練習してください。また、ただ単に語学の勉強をするだけではなく、登場人物の

会話を通して、現代中国に暮らす人々の考え方や価値観、現代中国の文化．社会についての関心と理解を深めて

ほしいいと願っています。 

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） 

一年生の＜理香と王麗＞②の続き 

①第 11 課＜文法の説明、応用会話、入れ替え練習＞ 
②第 12 課＜文法の説明、応用会話、入れ替え練習＞ 
③第 13 課＜文法の説明、応用会話、入れ替え練習＞ 
④第 14 課＜文法の説明、応用会話、入れ替え練習＞ 

⑤第 15 課＜文法の説明、応用会話、入れ替え練習＞ 
⑥第 16 課＜文法の説明、応用会話、入れ替え練習＞ 
⑦第 17 課＜文法の説明、応用会話、入れ替え練習＞ 
⑧第 18 課＜文法の説明、応用会話、入れ替え練習＞ 

⑨第 19 課＜文法の説明、応用会話、入れ替え練習＞ 
⑩第 20 課＜文法の説明、応用会話、入れ替え練習＞ 
⑪第 21 課＜文法の説明、応用会話、入れ替え練習＞ 
⑫第 22 課＜文法の説明、応用会話、入れ替え練習＞ 
 
新しい教科書＜使える！！大学生的中国語＞ 
⑬⑭第１課 家電商店＜文法の説明、練習問題、短文閲読＞ 
⑮⑯第２課 在電車上＜文法の説明、練習問題、短文閲読＞ 

⑰⑱復習 
⑲前期テスト 

⑳㉑第３課廸斯尼楽園＜文法の説明、練習問題、短文閲読＞ 

㉒㉓第４課在餐庁＜文法の説明、練習問題、短文閲読＞ 
㉔㉕第５課北京再会＜文法の説明、練習問題、短文閲読＞ 
㉖㉗第６課在海関＜文法の説明、練習問題、短文閲読＞ 
㉘㉙第７課入学手続＜文法の説明、練習問題、短文閲読＞ 

㉚㉛第８課美髪庁＜文法の説明、練習問題、短文閲読＞ 
㉜第９課做家教＜文法の説明、練習問題、短文閲読＞ 
㉝第 10 課留学生宿舎＜文法の説明、練習問題、短文閲読＞ 
㉞第 11 課図書館＜文法の説明、練習問題、短文閲読＞ 

㉟第 12 課逛市場＜文法の説明、練習問題、短文閲読＞ 
㊱㊲復習 
㊳期末テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

ビジネス会話 

前期 ２ 
4(76)  

後期 ２ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 司馬 黎 ○   

教科書名 ビジネス中国語トレーニング 会話と文書 

出版社名 白水社 

科目概要と学習のねらい 

国ビジネスの現場におけるコミュニケーション能力を身につけることは、本講義の最大の課題です。この

ような能力を身につけるために、会話能力と文書能力の両方面から、いろんなトレーニングを行います。

本講義では、一人の日本のビジネスマンが中国へ出張してビジネスを進めるにあたり、想定される最も典

型的な１５のケースについて、日中双方で交わされる典型的な会話、そしてそのケース関連の文書（手

紙、メール、FAX に応用可）を用意しています。最後のケース「パーティー」では、ビジネスの締めくく

りとなり、日中双方の典型的なスピーチ例を取り上げました。本講義は、「ビジネス会話」を重点的に指

導します。中国関連の仕事や交流の実体験がない皆さんにとって、「ひとりのビジネスマン」になりきっ

て、「会話」、「肝要なミニ会話」、「看日語説漢語」の練習に積極的に参加することは上達の近道で

す。「ビジネス会話」を通して、声調や巻き舌音など、発音の再確認、暗唱力のアップも授業のねらいで

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空港での出迎え 
②トレーニング１ 
③ホテルチェックイン 
④トレーニング２ 
⑤日程打ち合わせ 
⑥トレーニング３ 
⑦会社を訪問する 
⑧トレーニング４ 
⑨工場見学 
⑩トレーニング５ 
⑪引き合い 
⑫トレーニング６ 
⑬セールス 
⑭トレーニング７ 
⑮⑯商品の買い付け 
⑰⑱前期復習 
⑲前期試験 
 

⑳商品の買い付けに関する常用表現 
㉑トレーニング８ 
㉒納期の交渉 
㉓トレーニング９ 
㉔輸送方式と保険 
㉕トレーニング１０ 
㉖支払い方式 
㉗トレーニング１１ 
㉘契約の調印 
㉙トレーニング１２ 
㉚商品検査とクレーム 
㉛トレーニング１３ 
㉜クレームへの対応 
㉝対中投資 
㉞トレーニング１４ 
㉟㊱パーティーにおけるスピーチ１ 
㊲㊳総復習 
㊴後期試験 



4 

 

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 2 

出版社名 Pearson 

科目概要と学習のねらい 

このクラスは中学、高校で生徒が学習した英語を彼が使う挑戦をします。そしてより日常の現実的な状況

の中で使うことに挑戦させます。重点は様々な話題について聞くことと話すことにおかれます。 

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） 

①Unit 1 – “Something Cool” listening &    

comprehension 
②Unit 1 – “Something Cool” listening & 

comprehension 
Finish Unit 1 
③Unit 2 – “Living situations” 
④Unit 2 – “Living situations” 
⑤Unit 3 – “Food/Cravings” listening & 

comprehension 
⑥Unit 3 – “Food/Cravings” listening & 

comprehension 
⑦Unit 4 – “Fashion” listening & comprehension 
⑧Unit 4 – “Fashion” listening & comprehension 
Finish Unit 4 
⑨ Speaking Quiz Units 1-4 
⑩ Unit 5 – “Work/Jobs” listening & 

comprehension 
⑪ Unit 5 – “Work/Jobs” listening & 

comprehension 
⑫ Unit 6 – “Vacations” 
⑬ Unit 6 – “Vacations” 
⑭ Unit 7 – “Worries” listening & comprehension 
⑮ Unit 7 – “Worries” listening & comprehension 
Finish Unit 7 
⑯ Unit 8 – “Stress/Life” listening & 

comprehension 
⑰ Speaking Quiz Units 5-8 
⑱ Review 
⑲ Speaking Test 

⑳Unit 9 – “Annoyances” listening & 
comprehension 

㉑Unit 9 – “Annoyances” listening & 
comprehension 

㉒ Unit 10 – “Habits” 
㉓ Unit 10 – “Habits” 
㉔Unit 11 – “Strange stories” listening & 

comprehension 
㉕Unit 11 – “Strange stories” listening & 

comprehension 
Finish Unit 11 
㉖Unit 12 – “Giving advice” listening & 

comprehension 
㉗ Finish Unit 12 
㉘ Review 
㉙ Speaking Quiz Units 9-12 
㉚Unit 13 – “Frustrations” listening & 

comprehension 
㉛Unit 13 – “Frustrations” listening & 

comprehension 
Finish Unit 13 
㉜Unit 14 – “School memories” listening & 

comprehension 
㉝Unit 15 – “Special events” listening & 

comprehension 
㉞ Finish Unit 15 
㉟ Unit 16 – “People we admire” 
㊱ Speaking Quiz Units 13-16 
㊲ Review 
㊳ Speaking Test 
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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 B 

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 Brenna Vaiula ○   

教科書名 Impact Issues 1 (3/E) Student Book + Online Code 

出版社名 Pearson 

科目概要と学習のねらい 
このコースは英語を話す人々と会話やコミュニケーションをすることに関係する口頭コミュニケーション

スキルを高めるためのものです。コースの目的は、様々な状況において英語で効率的に生徒がコミュニケ

ートするために準備することです。 
ねらい 
1） 定期的なリスニングとスピーキング活動を通して流ちょうさを改善する 
2） ロールプレイ、ペアワークやグループワークディスカッションや様々な話題についてのプレゼンテーシ

ョン 
ふつうの英会話やコミュニケーションルールへのそれぞれの生徒の理解を高める 

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） 

①Introduction/ Course Outline and Expectations 
②Unit 1: The guy with green hair 
③Unit 1: The guy with green hair 
④Unit 1: Presentations 
⑤Listening Comprehension and Discussion/ 

Academic Speaking Skills 
⑥Listening Comprehension and Discussion/ 

Academic Speaking Skills 
⑦Unit 3: I’m not addicted 
⑧Unit 3: Presentations 
⑨Unit 5: Who pays? 
⑩Unit 5: Presentations 
⑪Academic Speaking Skills Review 
⑫Academic Speaking Skills Practice 
⑬Unit Review/ Practice Test 
⑭Unit 10: Fan worship 
⑮Unit 10: Presentations 
⑯Unit 9: A letter from Grandma 
⑰Unit 9: Presentations 
⑱Test Preparation/ Effective Communication Test 
⑲Semester 1 Test 

⑳Unit 4: Social Media Star 
㉑Unit 4: Social Media Star 
㉒Unit 4: Presentations 
㉓Unit 4: Presentations 
㉔Unit 7: Family values 
㉕Unit 7: Family values 
㉖Unit 7: Presentations 
㉗Unit 7: Presentations 
㉘Unit 11: Pet Peeve 
㉙Unit 11: Presentations 
㉚Unit Review/ Practice Test 
㉛Unit 8: Cyber love 
㉜Unit 8: Presentations 
㉝Unit 20: Why learn English? 
㉞Unit 20: Presentations 
㉟Unit 14: Get a job 
㊱Unit 14: Presentations 
㊲Test Preparation/ Effective Communication Test 
㊳Semester 2 Test 
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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 三牧 史奈 ○   

教科書名 English in 30 Seconds,World Heritage on DVD 

出版社名 株）南雲堂,株）南雲堂 

科目概要と学習のねらい 

本講座では、映像資料を取り入れることにより、学生がコミュニカティヴな英語運用能力を身に付けるこ

とのみならず、様々な領域において日本とも繋がりの深いアメリカ合衆国の文化、または、世界遺産に関

する歴史を知り深く理解することを目標とする。映像資料を用いての指導により、学生は英語のネイティ

ヴスピーカーの話す生の英語に触れることができる。また繰り返し再生できる DVD 装置を駆使することに

より、実際のコミュニケーションで用いられる英語音声の特徴を深く理解することが出来る。映像資料と

ともにスクリプトを用いてのフィードバックを取り入れることで、学生の英語表現・知識への理解を更に

深められるだろう。また、鮮明な映像資料は学生の興味関心を引き出し、英語学習への意欲を更に高める

効果をもたらすだろう。ライティングという科目名にあるとおりに、主に聞いた英語を書き取る、覚えた

知識を書くことで学びの課程を学生が再確認できる機会を豊富に提供したい。 

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） 

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） 

 

テキスト：English in 30 Seconds  

第一回 Unit 1 

第二回 Unit 2 

第三回 Unit 3 

第四回 Unit 4 

第五回 Unit 5 

第六回 Unit 6 

第七回 Unit 7 

第八回 Unit 8 

第九回 Unit 9 

第十回 Unit 10 

第十一回 Unit 11 

第十二回 Unit 12 

第十三回 Unit13  

第十四回 Unit14  

第十五回 Unit15  

第十六回～十八回 Review 

前期試験 

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） 

 

テキスト：World Heritage on DVD 

第一回 Unit 1 

第二回 Unit 2 

第三回 Unit 3 

第四回 Unit 4 

第五回 Unit 5 

第六回 Unit 6 

第七回 Unit 7 

第八回 Unit 8 

第九回 Unit 9 

第十回 Unit 10 

第十一回 Unit 11 

第十二回 Unit 12 

第十三回 Unit 13, Unit 14 

第十四回～十八回 Review 

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 
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 Roman Holiday,BBC World Profile on DVD 

出版社名 株）南雲堂,株）南雲堂 

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。テキストは前期においては、BBC 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、後期においては、映画『ローマの休日』を題材とするテキストを使用す

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） 

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） 
第一回 
Unit 1  Laughter  
第二回 
Unit 2  Hats 
第三回 
Unit 3  Sphinx’s Nose 
第四回 
Unit 4  Terracotta Warriors 
第五回 
Unit 5  Silver and Platinum 
第六回～第七回 
Unit 6  Athens 
第八回～第九回 
Unit 7  Skydiving 
第十回～十一回 
Unit 8  Food and Society  
第十二回～第十三回 
Unit 9  Shinjuku Station  
第十四回～第十五回 
Unit 10  Bali’s Temples  
第十六回～第十八回 Review 
第十九回前期試験 

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） 
第二十回 Scene1, 2 
第二一回 Scene3, 4 
第二二回～第二三回 Scene5, 6 
第二四回～第二五回 Scene7, 8 
第二六回～第二七回 Scene9, 10 
第二八回～第二九回 Scene11, 12 
第三十回～第三一回 Scene13, 14 
第三二回～第三三回 Scene15, 16 
第三四回～第三五回 Scene17,18 
第三六回～第三七回 Review19,20 
第三八回前期試験 
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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） 

①第１８課文法の説明① 

②第１８課文法の説明② 

③第１８課ドリル 18 

④第１９課文法の説明① 

⑤第１９課文法の説明② 

⑥第１９課ドリル 19 

⑦第 20 課文法の説明① 

⑧第 20 課文法の説明② 

⑨第 20 課ドリル 20 

⑩第 21 課文法の説明① 

⑫第 21 課文法の説明② 

⑬第 21 課ドリル 21 

⑭第 22 課文法の説明① 

⑮第 22 課文法の説明② 

⑯第 22 課ドリル ２２ 

⑰復習 

⑱復習 

⑲期末テスト 

⑳第 23 課文法の説明① 

㉑第 23 課文法の説明② 

㉒第 23 課ドリル 23 

㉓第 24 課文法の説明① 

㉔第 24 課文法の説明② 

㉕第 24 課ドリル 24 

㉖第 25 課文法の説明① 

㉗第 25 課文法の説明② 

㉘第 25 課ドリル 25 

㉙第 26 課文法の説明① 

㉚第 26 課文法の説明② 

㉛第 26 課ドリル ２６ 

㉜第 27 課文法の説明① 

㉝第 27 課文法の説明② 

㉞第 27 課ドリル 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。 

㊱㊲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 合格奪取！中国語検定 2 級 トレーニングブック リスニング問題編,プリント 

出版社名 アスク出版,- 

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ヴ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 

2 年次の学生は、すでに中国語 4 級程度の聴力を身につけている。したがってこの授業では 3 級程度のヒ

アリングを中心に学習していく計画を立てている。時には、その内容に合うテ－プやビデオを見せて刺激

を与え、いろいろな場面での会話の雰囲気を体で覚えてもらうことも考えている。プリントでは、いろい

ろな形の問題を出して、学生の好奇心をうながし、問題解決の楽しみを味わってほしいと思う。そして、

最終的には、かなり難しいところまで、聞き取れるように、段階的に授業を進めていきたい。 

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） 

①～③ 

プリント１ 新出単語学習(中国語検定 3 級以上頻

出単語) 一問一答 １～10、長文に対する疑問 

※ コツ、要領指導 

④～⑤ 

プリント２ 新出単語学習(中国語検定 3 級以上頻

出単語) 一問一答 1～10、長文に対する疑問 

※  コツ、要領指導 

⑥～⑦ 

プリント３ 新出単語学習(中国語検定 3 級以上頻

出単語) 一問一答 1～10、長文に対する疑問 

※ コツ、要領指導 

⑧～⑩ 

プリント４ 新出単語学習(中国語検定 3 級以上頻

出単語) 一問一答 １～10、長文に対する疑問 

※ コツ、要領指導 

⑪～⑬ 

プリント５ 新出単語学習(中国語検定 3 級以上頻

出単語) 一問一答 １～10、長文に対する疑問 

⑭～⑯ 

プリント６ 新出単語学習(中国語検定 3 級以上頻

出単語) 一問一答 1～10、長文に対する疑問 

    コツ、要領指導 

⑰～⑰ 

前期復習 

⑲前期テスト 

⑳～㉑ 

プリント ７ 新出単語学習(中国語検定 3 級以上

頻出単語)、一問一答 １～10、長文に対する疑問 

※ コツ、要領指導 

㉒～㉔ 

プリント ８ 新出単語(中国語検定 3 級以上頻出

単語)学習        一問一答 １～10、長

文に対する疑問 

※ コツ、要領指導 

㉕～㉖ 

プリント ９ 新出単語学習(中国語検定 3 級以上

頻出単語) 、一問一答 １～10、長文に対する疑

問 

㉗～㉙ 

プリント 10 新出単語学習(中国語検定 3 級以上

頻出単語)、問一答 １～10 

※ コツ、要領指導 

㉚～㉛ 

プリント 11 新出単語学習(中国語検定 3 級以上

頻出単語)、一問一答 １～10、長文に対する疑問 

※ コツ、要領指導 

㉜～㉞ 

プリント 12 新出単語学習(中国語検定 3 級以上

頻出単語)、一問一答 １～10、長文に対する疑問 

※ コツ、要領指導 

㉟～㊲ 

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 中国語の香り －購読編－ 

出版社名 同学社 

科目概要と学習のねらい 

「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、それらの会話を聞いたとき、速やかに書き取りをしたり、「黙写」できるような授業を展開しようと

思っております。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） 

①第１課  与时俱  ―称呼的变化  新出単語   文

法ポイント 

②第１課 与时俱  ―称呼的变化 文の構造解析、熟

読、応用練習 

③第２課 只求曾 拥有―大学生的恋情 新出単語 

文法ポイント 

④第２課 只求曾 拥有―大学生的恋情  文の構造解

析、熟読、応用練習 

⑤第３課 食文化的变化 新出単語 文法ポイント 

⑥第３課  食文化的变化  文の構造解析、熟読、

応用練習 

⑦第２課、３課の総合練習 

⑧第４課 天大剩 ―剩女现象  新出単語  文法

ポイント 

⑨第４課 天大剩 ―剩女现象  文の構造解析、熟

読、応用練習 

⑩第５課 弟弟妹妹要来了！―二胎政策  新出単語 

文法ポイント  

⑪第５課 弟弟妹妹要来了！―二胎政策 文の構造解

析、熟読、応用練習 

⑫第４課、５課の総合練習 

⑬⑭第６課 豪宅与 居 ―住房   新出単語  文

法ポイント 

⑮⑯第６課 豪宅与 居 ―住房  文の構造解析、熟

読、応用練習 

⑰⑱総復習 

⑲前期試験 

⑳第７課 不清楚的爱 ― 现代婚姻   新出単語 

文法ポイント 

㉑第７課  不清楚的爱 ― 现代婚姻   文の構造解

析、熟読、応用練習 

㉒第８課   中国人来了― 海外旅游  新出単語 

文法ポイント 

㉓第８課   中国人来了― 海外旅游    文の構造解

析、熟読、応用練習 

㉔第９課   全民玩手机― 微信  新出単語   文法

ポイント 

㉕第９課   全民玩手机― 微信  文の構造解析、熟

読、応用練習 

㉖第 10 課  牛仔服与唐装 ―服装的变革  新出単語 

文法ポイント 

㉗第 10 課  牛仔服与唐装 ―服装的变革  文の構造解

析、熟読、応用練習 

㉘第 11 課   一江春水向西流 ―移民  新出単語 

文法ポイント 

㉙㉚第 11 課   一江春水向西流 ―移民  文の構造解

析、熟読、応用練習 

㉛㉜第 12 課  年味儿去哪儿了？― 春   新出単語 

文法ポイント 

㉝㉞第 12 課  年味儿去哪儿了？― 春    文の構造解

析、熟読、応用練習 

㉟～㊲総復習 

㊳後期試験 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

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 知ってる？今の中国 ～衣食住遊～ 

出版社名 株）朝日出版社 

科目概要と学習のねらい 

「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、それらの会話を聞いたとき、速やかに書き取りをしたり、「黙写」できるような授業を展開しようと

思っております。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） 

①第 1 课 高考  新出単語 文法ポイント 

②第 1 课  高考  文の構造解析、熟読、応用練習 

③第 2 课  太极拳  新出単語 文法ポイント 

④第 2 课  太极拳  文の構造解析、熟読、応用練

習 

⑤第 3 课  汉字    新出単語 文法ポイント 

⑥第 3 课  汉字   文の構造解析、熟読、応用練習 

⑦第 4 课  点心和小吃   新出単語 文法ポイント 

⑧⑨第 4 课  点心和小吃   文の構造解析、熟読、

応用練習 

⑩第 5 课  象棋   新出単語 文法ポイント 

⑪⑫第 5 课  象棋   文の構造解析、熟読、応用練

習 
⑬第 6 课   七夕   新出単語 文法ポイント 
⑭第 6 课  七夕  文の構造解析、熟読、応用練習 
⑮第 7 课  火锅   新出単語 文法ポイント 
⑯⑰第 7 课  火锅  文の構造解析、熟読、応用練

習 
⑱総復習 
⑲前期試験 

⑳第 8 课  贺知章『回乡偶书』 新出単語 文法ポ

イント 
㉑第 8 课   贺知章『回乡偶书』文の解析、朗読、

重要段落の暗記 
㉒第 9 课   谈恋爱与结婚  新出単語 文法ポイン

ト 
㉓第 9 课   谈恋爱与结婚  文の解析、朗読、重要

段落の暗記 
㉔第 10 课  茶  新出単語 文法ポイント 
㉕第 10 课   茶   文の解析、朗読、重要段落の暗

記 
㉖㉗第 11 课   奶奶  新出単語 文法ポイント 
㉘㉙第 11 课   奶奶  文の解析、朗読、重要段落

の暗記 
㉚㉛第 12 课   过年   新出単語 文法ポイント 
㉜㉝第 12 课   奶奶  文の解析、朗読、重要段落

の暗記 
第 13 课   三顾茅庐  新出単語 文法ポイント 
㉞㉟第 13 课   三顾茅庐  文の解析、朗読、重要

段落の暗記 
㊱㊲総復習 
㊳後期試験 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

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第二十三課 文法のポイントの説明 練習問題

Ⅱ、Ⅲ 

②作文①～⑳の添削と説明 

③第二十四課 文法のポイントの説明 練習問題

Ⅱ、Ⅲ 

④作文①～⑳の添削と説明 

⑤第二十五課 文法のポイントの説明 練習問題

Ⅱ、Ⅲ 

⑥作文①～⑳の添削と説明 

⑦復習七 

⑧第二十六課 文法のポイントの説明 練習問題

Ⅱ、Ⅲ 

⑨作文①～⑳の添削と説明 

⑩第二十七課文法のポイントの説明 練習問題Ⅱ、

Ⅲ 

⑪⑫第二十三課作文①～⑳の添削と説明 

⑬⑭第二十八課文法のポイントの説明 練習問題

Ⅱ、Ⅲ 

⑮⑯作文①～⑳の添削と説明 

⑰⑱復習八 

⑲期末テスト 

⑳前期テストの解答 

㉑第二十九課文法のポイントの説明 練習問題Ⅱ、

Ⅲ 

㉒作文①～⑳の添削と説明 

㉓第三十課文法のポイントの説明 練習問題Ⅱ、Ⅲ 

㉔作文①～⑳の添削と説明 

㉕復習九 

㉖語法の授業 

㉗語法の授業 

㉘語法の授業 

㉙語法の授業 

㉚語法の授業 

㉛語法の授業 

㉜語法の授業 

㉝語法の授業 

㉞語法の授業 

㉟語法の授業 

㊱㊲復習 

㊳期末テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

通信文 

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 新訂版 中国語のかけはし ＣＤ付 

出版社名 駿河台出版社 

科目概要と学習のねらい 

二年生の皆さんは、中国の基礎文法を一通り習いましたが、「まだ上手く活用できない、もっと自由に言いたい、話を口に

したい」、「少しでも中国人の普通の話を聞き取りたい」、「中国人の観光客とコミュニケーションを取りたい」と学習の

意欲が有ります。中級会話では、このような目標に向けて、授業を行います。初級から中級へ進む段階で、意欲を失って、

中国語を途中放棄したという話をよく耳にしますが、いきなり、難しい単語や、文章に接することが、その一要因と言えそ

うです。中級会話は、発音を点検しながら、初級で学んだ基本文型、文法を再確認して、平易な文を解読し、本文と関連し

た会話（ワンポイントレッスン）、練習問題へと進めるという構成になっています。そして、「中国語だけの１０分間」を

続けてやります。この１０分間で講師と学生と一緒に、すでに習熟した構文、慣用句を用いて、ストーリーを作ってもらい

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第 1   候   新出単語 段落的划分，段落大意归  

②第 1   候   全文朗読、重要段落の熟 、暗記 

③第 2   食    新出単語 段落的划分，段落大意归  

④第 2   食     全文朗読、重要段落の熟 、暗記 

⑤第 3   自由市场   新出単語 段落的划分，段落大意归
 

⑥第 3   自由市场    全文朗読、重要段落の熟 、暗記 

⑦⑧第 4   价 价    新出単語 段落的划分，段落大意

归  

⑨⑩第 4   价 价   全文朗読、重要段落の熟 、暗記 

⑪第 2 、第 3 、第 4 的 合 习 

⑫第 5   价 价    全文朗読、重要段落の熟 、暗記 

⑬第 5   客   新出単語 段落的划分，段落大意归  

⑭第 6   客    全文朗読、重要段落の熟 、暗記 

⑮第 6   餐桌礼仪   新出単語 段落的划分，段落大意归
 

⑯YOUTUBE  深夜 10 点陪你 书 : 年 人， 不吃苦受累 

⑱総復習 

⑲前期試験 

⑳第 7   考碗族  新出単語 段落的划分，段落大意归  

㉑第 7   考碗族 全文朗読、重要段落の熟 、暗記 

㉒第 8   保姆    新出単語 段落的划分，段落大意归  

㉓第 8   保姆     全文朗読、重要段落の熟 、暗記 

㉔第 9   民以食为天   新出単語 段落的划分，段落大意

归  

㉕第 9   民以食为天    全文朗読、重要段落の熟 、暗記 

㉖第 9   民以食为天    全文朗読、重要段落の熟 、暗記 

㉗第 7 、第 8 、第 9 的 合 习 
㉘第 7 、第 8 、第 9 的 合 习 
㉙第 10   “80 后”与养儿防老    新出単語 段落的划

分，段落大意归  

㉚第 10   “80 后”与养儿防    全文朗読、重要段落の熟

、暗記 

㉛第 11   养老危机   新出単語 段落的划分，段落大意归
 

㉜第 11   养老危机    全文朗読、重要段落の熟 、暗記 

㉝第 12   公益活动在中国   新出単語 段落的划分，段落

大意归  

㉞第 12   公益活动在中国   全文朗読、重要段落の熟 、

暗記 

㉟YOUTUBE  深夜 10 点陪你 书 :  年 人， 不吃苦受累 

㊱YOUTUBE  深夜 10 点陪你 书 :  年 人， 不吃苦受累 

㊲総復習 

㊳後期試験 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

時事中国語 

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 時事中国語の教科書 2019 年度版 

出版社名 株）朝日出版社 

科目概要と学習のねらい 

時事中国語は、現代中国の諸問題について述べた文章を教材にしています。時事中国語の授業を通して、中国語の読解力を

養うとともに、中国の言葉、文化、社会への関心と理解を深める。全１５課で、テーマ別に今の中国の変化を反映していま

す。１課毎に、二回の授業で行います。授業はまず時事報道常用語句を覚え、次に聞き取り練習を行ない、最後に教材の解

読練習を行う。1 年で培った中国語の基礎的学力を中国の新聞や雑誌が読める水準まで引き上げ、文法力と語彙力、読解

力、聴解力のアップを目指す。3 課の勉強を済ませた後、時事報道によく用いられる語句や文型を「听写」したり、短い感

想文を中国語で書いたりします。「聴く」・「書く」の練習を通して、学んだことを一層確実なものにする。 

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   年 人走 图书    新单 、 段落的划

分，段落大意归  

②第 1   年 人走 图书     全文朗読、重要段落

熟 、暗記 

③第 2   追求心灵治愈的时代   新单 、 段落的划

分，段落大意归  

④第 2   追求心灵治愈的时代   全文朗読、重要段落

熟 、暗記 

⑤第 3   怎么解决三点半    新单 、 段落的划

分，段落大意归  

⑥第 3   怎么解决三点半    全文朗読、重要段落

の熟 、暗記 

⑦第 4   日中居民从冲突到和睦相处  新单 、 段落

的划分，大意归  

⑧第 4   日中居民从冲突到和睦相处  全文朗読、重要

段落の熟 、暗記 

⑨第 5   我要 个世界看 我  新单 、 段落的划

分，段落大意归  

⑩第 5   我要 个世界看 我    全文朗読、重要段

落の熟 、暗記 

⑪第 6   一百多年前的一块地…   新出単語 段落

的划分、大意归  

⑫第 6   一百多年前的一块地…  全文朗読、重要段

落の熟 、暗記 

⑬第 7    城市花絮  新出単語 段落的划分，段落

大意归  

⑭第 7    城市花絮  全文朗読、重要段落の熟 、

暗記 

⑮総復習 

⑯総復習 

⑰総復習 

⑱前期試験 

⑳第 8   横店，中国的好莱坞  新出単語 段落的划

分、大意归  

㉑第 8   横店，中国的好莱坞  全文朗読、重要段落

熟 、暗記 

㉒第 9    AI 活 在中国公安 域 生  段落的划

分、大意归  

㉓第 9    AI 活 在中国公安 域  全文朗読、重要段

落熟 、暗記 

㉔第 10  中国乒乓球 能称霸几年？生  段落的划

分、大意归  

㉕第 10  中国乒乓球 能称霸几年？  全文朗読、重要

段落熟 、暗記 

㉖第 11 00 后：超半数不 同高考改变命运生  段落

的划分、大意归  

㉗第 11 00 后：超半数不 同高考改变命运    熟

、、重要段落熟背  

㉘第 12 『我不是 神』的背后   新出単語 段落的划

分，段落大意归  

㉙第 12 『我不是 神』的背后     全文朗読、重要段

落熟 、暗記 

㉚第 13  现代人起名字，为什么 么 ？  生 、段落

的划分，大意归  

㉛第 13  现代人起名字，为什么 么 ？ 全文朗読、

重要段落熟 、暗記 

㉜第 14  北京：将 800 年的采煤史  新出単語 段

落的划分，大意归  

㉝第 14  北京：将 800 年的采煤史  全文朗読、重

要段落熟 、暗記 

㉞㉟中国歌曲：传奇   歌 翻 ，歌曲 习     

㊱㊲総復習 

㊳後期試験 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

ビジュアル中国語 

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 ともだち・朋友 2 

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、中国語のネイティヴスピーカーとして、また日本語・中国語の通訳経験

を活かし、口語表現力を身につける授業を行っている。 

科目概要と学習のねらい 

このクラスでは、視覚教材を利用して、その映像の場面を通じて、中国語や中国文化、中国人のコミュニ

ケ－ションの仕方、一般事情へのより一層の理解を深める。画像視聴後はその場面を目に浮かべ、会話の

練習を繰り返す。そして、学生一人ひとりに目を配り、あいまいな発音や文法を見逃さず、きめ細かなア

ドバイスをしていきたい。聞き取りの反復練習、身の回りの表現からはじめる口語表現力の養成に力点を

おいた指導を目指す。 

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第一課 「 了 」の位置「刚」があるとき

「了」は付けない 

②第二課 ① 変化表す 了 ②   と  一点儿 

の使い方 

③第三課 ① 了  が２つあるとき ② 要是  

④第四課 ① 在 ＋ 動詞 ②過去のことでも了が

つかない 

     皆さん、会話してみよう 

⑤第五課 単元復習 

⑥第五課 単元復習 

⑦第六課 ① 結果補語 ② 程度補語  

⑧第六課 ① 結果補語 ② 程度補語  

⑨第七課 ① 動詞 ＋ 着 ② 現存文 

⑩第七課 ① 動詞 ＋ 着 ② 現存文 

⑪第八課 ① しながら ② 分離動詞 ③ 疑問

代名詞 

⑫第八課 ① しながら ② 分離動詞 ③ 疑問

代名詞 

⑬皆さん、会話してみよう 

第九課 動詞 ＋ 前置詞 ②  すべき  

⑭第九課 動詞 ＋ 前置詞 ②  すべき 

⑮第十課 単元復習 

⑯第十課 単元復習 

⑰第十一課 ① 一致と類似を表す表現 ② 是 

と 会  

⑱※前期復習 

⑲※前期テスト 

⑳第十二課  ① 方向動詞 ② 方向補語 

㉑第十三課  ① 可能補語 ② 然  但是 

㉒第十四課  方向補語の抽象的な意味 

      皆さん、会話してみよう 

㉓第十四課  方向補語の抽象的な意味 

      皆さん、会話してみよう 

㉔第十五課  単元復習 

㉕第十五課  単元復習 

㉖第十六課  様態補語 

㉗第十七課  ① 受け身 ② 再 と 又 

       皆さん、会話してみよう 

㉘第十七課  ① 受け身 ② 再 と 又 

       皆さん、会話してみよう 

㉙第十八課  ① 祝 の使い方 ②有 ＋ 名詞 

＋ 動詞 

㉚第十八課  ① 祝 の使い方 ②有 ＋ 名詞 

＋ 動詞 

㉛第十九課  ① 使役 ② 我们  我 など 

㉜第十九課  ① 使役 ② 我们  我 など 

㉝第二十課  単元復習 

㉞第二十課  単元復習 

㉟第二十課  単元復習 

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 

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 合格奪取！中国語検定 2 級 トレーニングブック 筆記問題編,プリント 

出版社名 アスク出版,- 

実務経験のあ

る教員等によ

る指導 

本科目の講師は、中国語のネイティヴ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 

このクラスは、中国語検定２級、３級の合格をめざし、リスニング能力と筆記能力のグレードアップをは

かる。リスニングは中国語検定既出問題を中心にできるだけ多くのリスニング問題にあたり、リスニング

能力の向上をめざす。筆記面では、１年次よりも高度で複雑な文法にも取り組み、文法力をみがき、また

語順の並べ替えなど作文力、さらに長文を読み込むことによって長文読解力を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） 

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２級・３級既出長文読解問題の分析・

解読 

㉛中国語検定２級・３級既出長文読解問題の分析・

解読 

㉜６．中国語訳 

㉝６．中国語訳 

㉞第２部２・３級の模擬問題 

 問題１ 

㉟問題２ 

㊱問題３ 

㊲前期復習 

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 

総合教養講座Ⅱ 

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   ○ 

教科書名 プリント 

出版社名 - 

科目概要と学習のねらい 

Ⅰ年次に続き、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、就活に関してハローワークと連携し、全員

の進路実現を目指すと同時に、社会人講座を実施し、幅広い素養を修得させる。 

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 ⑤ 適性⑤ 一般教養⑨⑩ 
⑦ハローワーク個別面談Ⅰ 
⑧ハローワーク個別面談Ⅱ 
⑨問題演習  SPI ⑥ 適性⑥ 一般教養⑪⑫ 
⑩問題演習  SPI ⑦ 適性⑦ 一般教養⑬⑭ 
⑪問題演習  SPI ⑧ 適性⑧ 一般教養⑮⑯ 
⑫問題演習  SPI ⑨ 適性⑨ 一般教養⑰⑱ 
⑬ハローワーク講話 
⑭問題演習  SPI ⑩ 適性⑩ 一般教養⑲⑳ 
⑮問題演習  SPI ⑪ 適性⑪ 一般教養㉑㉒ 
⑯問題演習  SPI ⑪ 適性⑪ 一般教養㉑㉒ 
⑰問題演習  SPI ⑫ 適性⑫ 一般教養㉓㉔ 
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社会人講座Ⅰ 
㉔問題演習  SPI ④ 適性④ 一般教養⑦⑧ 
㉕問題演習  SPI ⑤ 適性⑤ 一般教養⑨⑩ 
㉖問題演習  SPI ⑥ 適性⑥ 一般教養⑪⑫ 
㉗社会人講座Ⅱ 
㉘問題演習  SPI ⑦ 適性⑦ 一般教養⑬⑭ 
㉙問題演習  SPI ⑧ 適性⑧ 一般教養⑮⑯ 
㉚問題演習  SPI ⑨ 適性⑨ 一般教養⑰⑱ 
㉛社会人講座Ⅲ 
㉜問題演習  SPI ⑩ 適性⑩ 一般教養⑲⑳ 
㉝社会人講座Ⅳ 
㉞問題演習  SPI ⑪ 適性⑪ 一般教養㉑㉒ 
㉟問題演習  SPI ⑪ 適性⑪ 一般教養㉑㉒ 
㊱問題演習  SPI ⑫ 適性⑫ 一般教養㉓㉔ 
㊲問題演習  SPI ⑫ 適性⑫ 一般教養㉓㉔ 
㊳後期試験 

 



18 

科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

情報処理 

前期 １ 
1(19)  

後期  

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 恒松 宏美   ○ 

教科書名 プリント 

出版社名 - 

科目概要と学習のねらい 

Windows10 の基本的な使い方を学ぶ。また、日本情報処理検定の文書デザイン検定 2 級過去問題を解きな

がら、Word2016 中級レベルを修得。 

日本情報処理検定プレゼンテーション 3 級過去問題を解きながら、PowerPoint2016 基本操作をマスターす

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） 

①Word2016 
図形の作成練習 

②図形の整列 
③地図の作成 
④地図の作成 
⑤様々な図形作成（企業組織図、チラシ作成） 
⑥様々な図形作成（企業組織図、チラシ作成） 
⑦様々な図形作成（企業組織図、チラシ作成） 
⑧日本情報処理検定過去問題 
文書デザイン 2 級 

⑨文書デザイン 2 級 
⑩文書デザイン 1 級 
⑪Power Point2016 
パワーポイントの基本操作 

⑫プレゼンテーション 3 級練習問題 
⑬プレゼンテーション 3 級練習問題 
⑭プレゼンテーション 3 級練習問題 
⑮プレゼンテーション 3 級練習問題 
⑯日本情報処理検定過去問題 
プレゼンテーション 2 級練習問題 

⑰プレゼンテーション 2 級練習問題 

⑱復習 

⑲前期試験 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

韓国語Ⅱ 

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 

韓国語の文字である「ハングル」の読み書きができる学習者を対象としたクラスです。1 年生の「韓国語

Ⅰ」を通して身に付けた基礎的な語彙や文法項目を活用しながら、更に表現の幅を広げていきます。前期

は丁寧表現と尊敬表現及び数字をつかった時間表現等ができることをその目標とします。後期は丁寧・尊

敬の打ち解けた表現である「ヘヨ体」と過去表現等ができることをその目標とします。授業は日本語と韓

国語を交えて行い、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。なお、授業計画

はおおよそ以下のとおりですが、場合によって若干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発音と助詞の復習 

②用言の活用「합니다体」と「否定表現」の復習 

③第 19 課「土曜日は何をなさいますか」 

④曜日と「ㄴ」添加  

⑤用言の尊敬表現 

⑥用言の「ㄹ」脱落と助詞「～에게・한테・께」 

⑦聞き取りと書き取り、作文の練習 

⑧第 20 課「今日は何月何日ですか」 

⑨漢数詞 と生年月日 

⑩時間関係の言葉と助詞「～으로」  

⑪聞き取りと書き取り、作文の練習 

⑫第 21 課「何時に起きますか」 

⑬固有数詞と時間 

⑭固有数詞と時間 

⑮助詞「～부터～까지」と前置否定「안 ～」 

⑯助詞「～부터～까지」と前置否定「안 ～」 

⑰作文「私の一日」 

⑱作文「私の一日」 

⑲前期テスト 

 

⑳前期の復習 

㉑第 22 課「どこに行かれますか」 

㉒用言の活用「해요体」の作り方 

㉓用言の目的表現「～으러」 

㉔用言の「ㄷ」不規則活用 

㉕助詞「～에서～까지」 

㉖聞き取りと書き取り、作文の練習 

㉗第 23 課「昨日は私の誕生日でした」  

㉘用言の活用「過去形」の作り方 

㉙用言の羅列表現「～고」  

㉚助詞「～에게서・한테서」  

㉛作文「先週一週間の出来事」  

㉜聞き取りと書き取り、作文の練習 

㉝用言の意志・推量表現「～겠～」 

㉞用言の反対語 

㉟接続詞 

㊱総合まとめ 

㊲総合まとめ 

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 

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復習：レッスン 1～5 
②復習：レッスン 1～5 
③レッスン 6：食事、近い過去、人称代名詞、数字

（999.999） 
④レッスン 6：食事、近い過去、人称代名詞、数字

（999.999） 
⑤レッスン 6：食事、近い過去、人称代名詞、数字

（999.999） 
⑥レッスン 6：食事、近い過去、人称代名詞、数字

（999.999） 
⑦レッスン 7：複合過去、過去分詞 
⑧レッスン 7：複合過去、過去分詞 
⑨レッスン 7：複合過去、過去分詞 
⑩レッスン 7：複合過去、過去分詞 
⑪レッスン 8：体の様子、代名動詞 
⑫レッスン 8：体の様子、代名動詞 
⑬レッスン 8：体の様子、代名動詞 
⑭レッスン 8：体の様子、代名動詞 
⑮復習：レッスン 6・7・8（1/2）  
⑯復習：レッスン 6・7・8（1/2）  
⑰復習：レッスン 6・7・8（1/2） 
⑱復習：レッスン 6・7・8（1/2） 
⑲ TEST 

⑳レッスン 8：後半 
㉑レッスン 8：後半 
㉒レッスン 9：買い物、半過去、洋服 
 複合過去と半過去 
㉓レッスン 9：買い物、半過去、洋服 
 複合過去と半過去 
㉔レッスン 9：買い物、半過去、洋服 
 複合過去と半過去 
㉕レッスン 9：買い物、半過去、洋服 
 複合過去と半過去 
㉖レッスン 10：旅、未来形 
㉗レッスン 10：旅、未来形 
㉘レッスン 10：旅、未来形 
㉙レッスン 10：旅、未来形 
㉚復習：現在形、複合過去、近接未来、近い過去、

半過去、未来形 
㉛復習：現在形、複合過去、近接未来、近い過去、

半過去、未来形 
㉜復習：現在形、複合過去、近接未来、近い過去、

半過去、未来形 
㉝復習：現在形、複合過去、近接未来、近い過去、

半過去、未来形 
㉞復習：レッスン 6～10 
㉟復習：レッスン 6～10 
㊱復習：レッスン 6～10 
㊲復習：レッスン 6～10 
㊳ TEST 

 


