
 

区  分 専門科目－専門外国語科目 担当教員 増山栄一エリック 

授業科目 英語ベーシックＩ 

英  訳 English Basic I 

配当年次     １年次   前期 必選別 選択 単位数     １単位 

【授業の概要】下記の「授業の計画等」にある6のトピックを15回で学んでいくが、「授業の目標等」の欄で
述べたように、４(four)スキルの各々のアングルから１つのトピックにアプローチして、総合的に英語を学
習していく。言語学習には基本理解がもっとも大切。少しの疑問でもあれば、学生は即質問して、教師は即
回答するインターアクティブな授業形式で、「分からない」を解決していく。 

【授業の目的】Reading、Listening、Writing、そしてSpeakingの４つのスキルを総合的に、分かりやすい

教材を使って、少しずつ、楽しく英語を身につけていくことを目的としたクラスである。今まで分からなか

ったことや明瞭でなかった項目も、必要に応じて、復習や補習を行って解決していく。 

【到達目標】授業計画に見られるトッピックの基礎内容を４つのスキルを使って修得し、さらに、その基礎理解を応
用のレベルまで引き上げ、少し難解な読み物を読ませ、少し難解なリスニングを聞かせ、そして、自分で考えた応用
分を書かせ、そして話させることで、基礎から応用に移行していくことを到達目標とする。 

【準備学習(予習・復習)】クラスでは、毎週学んだ内容に関して宿題が出され、翌週の授業では、先週学んだ内容の
クイズが行われるので、学生たちは、毎週の授業内容をしっかりと宿題とクイズをすることで、しっかりと理解する
こと。ノート、配布プリントを整理しておくことで、試験の準備にもなる。 

【授業計画】 

第 １回 Introduction 

第 ２回 Chapter 1A: It’s my birthday on July 3rd.（練習＆クイズ＆宿題提出） 

第 ３回 Chapter 1B: What do people do at Christmastime?（練習＆クイズ＆宿題提出） 

第 ４回 Chapter 2A: Why don’t we have a party? （練習＆クイズ＆宿題提出） 

第 ５回 Chapter 2B: I’ll have soup, please. （練習＆クイズ＆宿題提出） 

第 ６回 Chapter 3A: I like jazz a lot.（練習＆クイズ＆宿題提出） 

第 ７回 Chapter 3B: I hate horror movies. （練習＆クイズ＆宿題提出） 

第 ８回 中間まとめ 

第 ９回 Chapter 4A: How far is it to the airport? （練習＆クイズ＆宿題提出） 

第１０回 Chapter 4B: How high is Mount Everest? （練習＆クイズ＆宿題提出） 

第１１回 Chapter 5A: He went to Hollywood in 1996. （練習＆クイズ＆宿題提出） 

第１２回 Chapter 5B: I got engaged in January. （練習＆クイズ＆宿題提出） 

第１３回 Chapter 6A: How much rice do you want?  （練習＆クイズ＆宿題提出） 

第１４回 Chapter 6B: How much paper do you recycle? （練習＆クイズ＆宿題提出） 

第１５回 期末まとめ 

【教科書】Get Real! (Level 2) by Angela Buckingham, Miles Craven, & David Williamson, Macmillan 

ELT. 

 

【参考書】加えて適宜プリントやその他の視聴覚教材を用いる。 
 

【成績評価基準】以下の通り、total100%から評価して成績を出す。 

平常点 (10%)         クラスパフォーマンス (30%) 

課題提出 (10%)             クラスプロジェクト (10%) 

中間試験 (20%)        期末試験 (20%) 

 

【メッセージ】言語学習は練習がすべてなので、クラスは毎回出席して、クラス内で練習に時間を費やすことが求め
られる。携帯電話などをクラス内で使用しようとは思わないこと！ 
 

 



 

区  分 専門科目－専門外国語科目 担当教員 増山栄一エリック 

授業科目 英語ベーシックII 

英  訳 English Basic II 

配当年次     １年次   後期 必選別 選択 単位数     １単位 

【授業の概要】前期同様、下記の「授業の計画等」にある6のトピックを15回で学んでいくが、「授業の目標
等」の欄で述べたように、４(four)スキルの各々のアングルから１つのトピックにアプローチして、総合的
に英語を学習していく。言語学習には基本理解がもっとも大切。少しの疑問でもあれば、学生は即質問して
、教師は即回答するインターアクティブな授業形式で、「分からない」を解決していく。 

【授業の目的】前期同様、Reading、Listening、Writing、そしてSpeakingの４つのスキルを総合的に、分

かりやすい教材を使って、少しずつ、楽しく英語を身につけていくことを目的としたクラスである。今まで

分からなかったことや明瞭でなかった項目も、必要に応じて、復習や補習を行って解決していく。 

【到達目標】前期同様、授業計画に見られるトッピックの基礎内容を４つのスキルを使って修得し、さらに、その基
礎理解を応用のレベルまで引き上げ、少し難解な読み物を読ませ、少し難解なリスニングを聞かせ、そして、自分で
考えた応用分を書かせ、そして話させることで、基礎から応用に移行していくことを到達目標とする。 

【準備学習(予習・復習)】前期同様、クラスでは、毎週学んだ内容に関して宿題が出され、翌週の授業では、先週学
んだ内容のクイズが行われるので、学生たちは、毎週の授業内容をしっかりと宿題とクイズをすることで、しっかり
と理解すること。ノート、配布プリントを整理しておくことで、試験の準備にもなる。 

【授業計画】 

第 １回 Introduction 

第 ２回 Chapter 7A: It’s bigger than China.（練習＆クイズ＆宿題提出） 

第 ３回 Chapter 7B: I really like my new apartment.（練習＆クイズ＆宿題提出） 

第 ４回 Chapter 8A: She’s too young for me. （練習＆クイズ＆宿題提出） 

第 ５回 Chapter 8B: This dress is not long enough. （練習＆クイズ＆宿題提出） 

第 ６回 Chapter 9A: You should say you’re sorry.（練習＆クイズ＆宿題提出） 

第 ７回 Chapter 9B: I’m stressed. （練習＆クイズ＆宿題提出） 

第 ８回 中間まとめ 

第 ９回 Chapter 10A: You can’t smoke in the street. （練習＆クイズ＆宿題提出） 

第１０回 Chapter 10B: I have to get a visa. （練習＆クイズ＆宿題提出） 

第１１回 Chapter 11A: Have you ever tried Thai food? （練習＆クイズ＆宿題提出） 

第１２回 Chapter 11B: My computer’s crashed.（練習＆クイズ＆宿題提出） 

第１３回 Chapter 12A: Have you bought your tickets, yet?  （練習＆クイズ＆宿題提出） 

第１４回 Chapter 12B: He’s passed his driving test. （練習＆クイズ＆宿題提出） 

第１５回 期末まとめ 

【教科書】Get Real! (Level 2) by Angela Buckingham, Miles Craven, & David Williamson, Macmillan 

ELT. 

 

【参考書】加えて適宜プリントやその他の視聴覚教材を用いる。 
 

【成績評価基準】以下の通り、total100%から評価して成績を出す。 

平常点 (10%)         クラスパフォーマンス (30%) 

課題提出 (10%)             クラスプロジェクト (10%) 

中間試験 (20%)        期末試験 (20%) 

 

【メッセージ】言語学習は練習がすべてなので、クラスは毎回出席して、クラス内で練習に時間を費やすことが求め
られる。携帯電話などをクラス内で使用しようとは思わないこと！ 
 

 



 

区  分 専門科目－専門外国語科目 担当教員 増山栄一エリック 

授業科目 ライティング I 

英  訳 English Writing I 

配当年次      ２年次    前期 必選別 選択 単位数      １単位 

【授業の概要】このクラスでは、中学・高校で学習した文法を再度確認したうえで、それを基にして文章を
書いていく。授業計画に示されているように、異なったトピックに関して、自分の意見書いたり、描写を行
なったりすることで、作文の力をつけていく。国際化によって、また、現代社会学を専攻することで国際社
会や文化を勉強する際に、英語で様々な文章を書くことが予想される。毎週作文を書いていくことで、英作
文の論理的で効果的な表現方法の基礎をしっかりと身につけていく。 

【授業の目的】日本語での効果的な作文の書き方があるように、英語でも同じものが存在する。英語が国際語として
認められている中、英語での論理的で効果的な文章表現を学ぶことは、国際社会や文化を勉強する現代社会学専攻に
は必要なことである。“上手い”英作文の書き方の基礎を学ぶのがこのクラスの目的である。 

【到達目標】授業概要・授業目的で既に示されたように、このクラスを通して、英語のwritingをコンスタントに練習
することで、論理的で効果的な英作文の書き方の基礎を身につけることを、このクラスの最大の到達目標とする。 
 

【準備学習(予習・復習)】クラスでは、毎週学んだ内容に関して宿題が出され、翌週の授業では、先週学んだ内容の
クイズが行われるので、学生たちは、毎週の授業内容をしっかりと宿題とクイズをすることで、しっかりと理解する
こと。ノート、配布プリントを整理しておくことで、試験の準備にもなる。 

【授業計画】 

第 １回 Introduction 

第 ２回 Unit 1: Profile (準備) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ３回 Unit 1: Profile (本文) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ４回 Unit 2: Sports (準備) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ５回 Unit 2: Sports (本文) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ６回 Unit 3: Special Occasions (準備) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ７回 Unit 3: Special Occasions (本文) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ８回 中間まとめ 

第 ９回 Unit 4: Families (準備) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１０回 Unit 4: Families (本文) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１１回 Unit 5: Japan Quiz (準備) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１２回 Unit 5: Japan Quiz (本文) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１３回 Unit 6: Love & Marriage (準備) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１４回 Unit 6: Love & Marriage (本文) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１５回 期末まとめ 

【教科書】Living Grammar  by Atsuko Yamamoto, Naoko Osuka, Chikako Mano, Kyoko Okamoto,
& Benedict Rowlett 
 

【参考書】加えて適宜プリント教材を用いる。 
 

【成績評価基準】以下の通り、total100%から評価して成績を出す。 

平常点 (10%)         作文 (40%) 

クラスプロジェクト (10%)   中間試験 (20%)         

期末試験 (20%) 

【メッセージ】言語学習は練習がすべてなので、クラスは毎回出席して、クラス内で練習に時間を費やすことが求め
られる。携帯電話などをクラス内で使用しようとは思わないこと！ 
 

 



 

区  分 専門科目－専門外国語科目 担当教員 増山栄一エリック 

授業科目 ライティング II 

英  訳 English Writing II 

配当年次      ２年次    後期 必選別 選択 単位数      １単位 

【授業の概要】前期同様、このクラスでは、中学・高校で学習した文法を再度確認したうえで、それを基にし
て文章を書いていく。授業計画に示されているように、異なったトピックに関して、自分の意見書いたり、
描写を行なったりすることで、作文の力をつけていく。国際化によって、また、現代社会学を専攻すること
で国際社会や文化を勉強する際に、英語で様々な文章を書くことが予想される。毎週作文を書いていくこと
で、英作文の論理的で効果的な表現方法の基礎をしっかりと身につけていく。 

【授業の目的】日本語での効果的な作文の書き方があるように、英語でも同じものが存在する。英語が国際語として
認められている中、英語での論理的で効果的な文章表現を学ぶことは、国際社会や文化を勉強する現代社会学専攻に
は必要なことである。前期同様、“上手い”英作文の書き方の基礎を学ぶのがこのクラスの目的である。 

【到達目標】前期同様、授業概要・授業目的で既に示されたように、このクラスを通して、英語のwritingをコンスタ
ントに練習することで、論理的で効果的な英作文の書き方の基礎を身につけることを、このクラスの最大の到達目標
とする。 

【準備学習(予習・復習)】クラスでは、毎週学んだ内容に関して宿題が出され、翌週の授業では、先週学んだ内容の
クイズが行われるので、学生たちは、毎週の授業内容をしっかりと宿題とクイズをすることで、しっかりと理解する
こと。ノート、配布プリントを整理しておくことで、試験の準備にもなる。 

【授業計画】 

第 １回 Introduction 

第 ２回 Unit 7: Life History (準備) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ３回 Unit 7: Life History (本文) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ４回 Unit 8: Leisure (準備) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ５回 Unit 8: Leisure (本文) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ６回 Unit 9: College Life (準備) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ７回 Unit 9: College Life (本文) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ８回 中間まとめ 

第 ９回 Unit 10: On Vacation (準備) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１０回 Unit 10: On Vacation (本文) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１１回 Unit 11: Out and About (準備) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１２回 Unit 11: Out and About (本文) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１３回 Unit 12: Rules (準備) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１４回 Unit 12: Rules (本文) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１５回 期末まとめ 

【教科書】Living Grammar  by Atsuko Yamamoto, Naoko Osuka, Chikako Mano, Kyoko Okamoto,
& Benedict Rowlett 
 

【参考書】加えて適宜プリント教材を用いる。 
 

【成績評価基準】以下の通り、total100%から評価して成績を出す。 

平常点 (10%)         作文 (40%) 

クラスプロジェクト (10%)   中間試験 (20%)         

期末試験 (20%) 

【メッセージ】言語学習は練習がすべてなので、クラスは毎回出席して、クラス内で練習に時間を費やすことが求め
られる。携帯電話などをクラス内で使用しようとは思わないこと！ 
 

 



 

区  分 専門科目－専門外国語科目 担当教員 増山栄一エリック 

授業科目 コミュニケーション英語I 

英  訳 Communication English I 

配当年次      ２年次    前期 必選別 選択 単位数      １単位 

【授業の概要】このクラスでは、「英語を流暢に話す」ことを目標とはせずに、いかに自分を限られた英語

能力を使って表現し、相手を理解して、コミュニケーションをはかるかを勉強し、国際人となることを促す。

クラスでは自分をブロークンイングリッシュでもいいので表現すること、そして、相手をできるだけ多く理

解する方法を多くの与えられた状況の中で学んでいく。 

【授業の目的】世の中はグローバライゼーション(globalization)を迎え、多くの人たちが仕事や観光で日本を訪れるよ
うになり、また、日本人が海外に様々 な理由で渡航する機会も増えてきている。そんな中、現代社会学専攻の学生と
して、社会調査を行う際に、Globish(世界共通語)と呼ばれるようになったEnglishを使って、日本でも、そして海外
でも意思疎通をはかる必要性が出てきている。そのような状況で、学生が躊躇することなく、ブロークンイングリッ
シュでもいいので、積極的にコミュ二ケーションを取れるように、英語を聞くことと話すことに慣れるようになるこ
とを、この授業の目的とする。 

【到達目標】授業概要・授業目的で既に示されたように、このクラスを通して、英語のlisteningとspeakingを多く練
習することで、英語のコミュニケーションに対する抵抗感や躊躇心を出来るだけ取り除くことを、このクラスの最大
の到達目標とする。 

【準備学習(予習・復習)】クラスでは、毎週学んだ内容に関して宿題が出され、翌週の授業では、先週学んだ内容の
クイズが行われるので、学生たちは、毎週の授業内容をしっかりと宿題とクイズをすることで、しっかりと理解する
こと。ノート、配布プリントを整理しておくことで、試験の準備にもなる。 

【授業計画】 

第 １回 Introduction 

第 ２回 Unit 1: Is Korean food spicy? 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ３回 Unit 1: Is Korean food spicy? (応用) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ４回 Unit 2: Where is volleyball popular? 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ５回 Unit 2: Where is volleyball popular? (応用) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ６回 Unit 3: The nightlife is great! 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ７回 Unit 3: The nightlife is great! (応用) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ８回 中間まとめ 

第 ９回 Unit 4: It’s terrific dance music. 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１０回 Unit 4: It’s terrific dance music. (応用) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１１回 Unit 5: I don’t like horror movies. 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１２回 Unit 5: I don’t like horror movies. (応用) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１３回 Unit 6: Do you like to eat out? 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１４回 Unit 6: Do you like to eat out? (応用) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１５回 期末まとめ 

【教科書】Icon Intro Student Book by Donald Freeman, Kathleen Graves, & Linda Lee, McGraw 
Hill Higher Education 

【参考書】加えて適宜プリント教材を用いる。 
 

【成績評価基準】以下の通り、total100%から評価して成績を出す。 

平常点 (10%)         クラスパフォーマンス (30%) 

課題提出 (10%)             クラス発表 (10%) 

中間試験 (20%)        期末試験 (20%) 

【メッセージ】言語学習は練習がすべてなので、クラスは毎回出席して、クラス内で練習に時間を費やすことが求め
られる。携帯電話などをクラス内で使用しようとは思わないこと！ 

 



 

区  分 専門科目－専門外国語科目 担当教員 増山栄一エリック 

授業科目 コミュニケーション英語II 

英  訳 Communication English II 

配当年次      ２年次    後期 必選別 選択 単位数      １単位 

【授業の概要】前期同様、このクラスでは、「英語を流暢に話す」ことを目標とはせずに、いかに自分を限ら

れた英語能力を使って表現し、相手を理解して、コミュニケーションをはかるかを勉強し、国際人となるこ

とを促す。クラスでは自分をブロークンイングリッシュでもいいので表現すること、そして、相手をできる

だけ多く理解する方法を多くの与えられた状況の中で学んでいく。 

【授業の目的】世の中はグローバライゼーション(globalization)を迎え、多くの人たちが仕事や観光で日本を訪れるよ
うになり、また、日本人が海外に様々 な理由で渡航する機会も増えてきている。そんな中、現代社会学専攻の学生と
して、社会調査を行う際に、Globish(世界共通語)と呼ばれるようになったEnglishを使って、日本でも、そして海外
でも意思疎通をはかる必要性が出てきている。そのような状況で、学生が躊躇することなく、ブロークンイングリッ
シュでもいいので、積極的にコミュ二ケーションを取れるように、英語を聞くことと話すことに慣れるようになるこ
とを、前期同様、この授業の目的とする。 

【到達目標】前期同様、授業概要・授業目的で既に示されたように、このクラスを通して、英語のlisteningとspeaki
ngを多く練習することで、英語のコミュニケーションに対する抵抗感や躊躇心を出来るだけ取り除くことを、このク
ラスの最大の到達目標とする。 

【準備学習(予習・復習)】前期同様、クラスでは、毎週学んだ内容に関して宿題が出され、翌週の授業では、先週学
んだ内容のクイズが行われるので、学生たちは、毎週の授業内容をしっかりと宿題とクイズをすることで、しっかり
と理解すること。ノート、配布プリントを整理しておくことで、試験の準備にもなる。 

【授業計画】 

第 １回 Introduction 

第 ２回 Unit 7: Where do you have lunch? 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ３回 Unit 7: Where do you have lunch? (応用) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ４回 Unit 8: I never get enough sleep! 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ５回 Unit 8: I never get enough sleep! (応用) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ６回 Unit 9: Do you go to the gym? 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ７回 Unit 9: Do you go to the gym? (応用) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ８回 中間まとめ 

第 ９回 Unit 10: It there an ATM around here? 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１０回 Unit 10: It there an ATM around here? (応用) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１１回 Unit 11: I want to buy a CD. 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１２回 Unit 11: I want to buy a CD. (応用) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１３回 Unit 12: That’s a nice jacket! 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１４回 Unit 12: That’s a nice jacket! (応用) 練習＆クイズ＆宿題提出 

第１５回 期末まとめ 

【教科書】Icon Intro Student Book by Donald Freeman, Kathleen Graves, & Linda Lee, McGraw 
Hill Higher Education 

【参考書】加えて適宜プリント教材を用いる。 
 

【成績評価基準】以下の通り、total100%から評価して成績を出す。 

平常点 (10%)         クラスパフォーマンス (30%) 

課題提出 (10%)             クラス発表 (10%) 

中間試験 (20%)        期末試験 (20%) 

【メッセージ】言語学習は練習がすべてなので、クラスは毎回出席して、クラス内で練習に時間を費やすことが求め
られる。携帯電話などをクラス内で使用しようとは思わないこと！ 

 



 

区  分 専門科目－専門外国語科目 担当教員 増山栄一エリック 

授業科目 時事英語 I 

英  訳 English from the Media I 

配当年次      ３年次    前期 必選別 選択 単位数      １単位 

【授業の概要】指定された教科書と必要に応じて用意されたプリントや視聴覚の補助教材を使って、様々な
国際社会や文化に関してマスメディアに現れた英文を読んでいく。グローバル社会の中、現代社会学科専攻
として、日本社会だけでなく世界の社会や文化に目を向け、また日本との関わりに関しても、このクラスで
多くを習得して、現代社会学科英語の最終科目として欲しい。尚、小テスト、課題提出、毎クラスでのクラ
ス参加、クラス発表、さらに中間・期末試験と毎週多忙なので、コンスタントな学習が求められる。 

【授業の目的】上記のように、グローバル社会の中、現代社会学科専攻として、日本社会だけでなく世界の
社会や文化、例えば、目下話題の中東諸国や中国等に目を向け、また日本との関わりに関しても、このクラ
スで多くを習得して、英語学習のみならず、世界の社会や文化を学び、現代社会学科専攻として自らのwor
ld view (世界的な視野) を広げることを、このクラスの目的とする。 

【到達目標】授業概要や授業目的で既に述べられているように、１）世界の社会や文化を出来るだけ多く理解し、２
）時事英語で使われている高度な英語の出来るだけ多く習得することが、このクラスの到達目標となる。 

【準備学習(予習・復習)】クラスでは、毎週学んだ内容に関して宿題が出され、翌週の授業では、先週学んだ内容の
クイズが行われるので、学生たちは、毎週の授業内容をしっかりと宿題とクイズをすることで、しっかりと理解する
こと。ノート、配布プリントを整理しておくことで、試験の準備にもなる。 

【授業計画】 

第 １回 Introduction 

第 ２回 L.1: Hamburger History（準備）練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ３回 L.1: Hamburger History（本文）練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ４回 L.2: Rings and Things（準備）練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ５回 L.2: Rings and Things（本文）練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ６回 L.3: Bringing up Baby（準備）練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ７回 L.3: Bringing up Baby（本文）練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ８回 中間まとめ 

第 ９回 L.4: The Bhutanese（準備）練習＆クイズ＆宿題提出 

第１０回 L.4: The Bhutanese（本文）練習＆クイズ＆宿題提出 

第１１回 L.5: Into the Wilderness（準備）練習＆クイズ＆宿題提出 

第１２回 Into the Wilderness（本文）練習＆クイズ＆宿題提出 

第１３回 L.6: Jade（準備）練習＆クイズ＆宿題提出 

第１４回 L.6: Jade（本文）練習＆クイズ＆宿題提出 

第１５回 期末まとめ 

【教科書】Akira Morita他著『BBCドキュメンタリーの世界へようこそ：Welcome to BBC on DVD』成
美堂。 
 

【参考書】加えて適宜プリント教材を用いる。 
 

【成績評価基準】以下の通り、total100%から評価して成績を出す。 

平常点 (10%)         クラスパフォーマンス (30%) 

課題提出 (10%)             クラスプロジェクト (10%) 

中間試験 (20%)        期末試験 (20%) 

【メッセージ】言語学習は練習がすべてなので、クラスは毎回出席して、クラス内で練習に時間を費やすことが求め
られる。携帯電話などをクラス内で使用しようとは思わないこと！ 

 



 

区  分 専門科目－専門外国語科目 担当教員 増山栄一エリック 

授業科目 時事英語 II 

英  訳 English from the Media II 

配当年次      ３年次    後期 必選別 選択   

【授業の概要】前期同様、指定された教科書と必要に応じて用意されたプリントや視聴覚の補助教材を使って
、様々な国際社会や文化に関してマスメディアに現れた英文を読んでいく。グローバル社会の中、現代社会
学科専攻として、日本社会だけでなく世界の社会や文化に目を向け、また日本との関わりに関しても、この
クラスで多くを習得して、現代社会学科英語の最終科目として欲しい。尚、小テスト、課題提出、毎クラス
でのクラス参加、クラス発表、さらに中間・期末試験と毎週多忙なので、コンスタントな学習が求められる。 

【授業の目的】前期同様、上記のように、グローバル社会の中、現代社会学科専攻として、日本社会だけでな
く世界の社会や文化、例えば、目下話題の中東諸国や中国等に目を向け、また日本との関わりに関しても、
このクラスで多くを習得して、英語学習のみならず、世界の社会や文化を学び、現代社会学科専攻として自
らのworld view (世界的な視野) を広げることを、このクラスの目的とする。 

【到達目標】前期同様、授業概要や授業目的で既に述べられているように、１）世界の社会や文化を出来るだけ多く
理解し、２）時事英語で使われている高度な英語の出来るだけ多く習得することが、このクラスの到達目標となる。 

【準備学習(予習・復習)】前期同様、クラスでは、毎週学んだ内容に関して宿題が出され、翌週の授業では、先週学
んだ内容のクイズが行われるので、学生たちは、毎週の授業内容をしっかりと宿題とクイズをすることで、しっかり
と理解すること。ノート、配布プリントを整理しておくことで、試験の準備にもなる。 

【授業計画】 

第 １回 Introduction 

第 ２回 L.7: The Mongols（準備）練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ３回 L.7: The Mongols（本文）練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ４回 L.8: Diamonds（準備）練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ５回 L.8: Diamonds（本文）練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ６回 L.9: Gorillas in Our Midst（準備）練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ７回 L.9: Gorillas in Our Midst（本文）練習＆クイズ＆宿題提出 

第 ８回 中間まとめ 

第 ９回 L.10: A Father’s Labor（準備）練習＆クイズ＆宿題提出 

第１０回 L.10: A Father’s Labor（本文）練習＆クイズ＆宿題提出 

第１１回 L.11: Queues（準備）練習＆クイズ＆宿題提出 

第１２回 L.11: Queues（本文）練習＆クイズ＆宿題提出 

第１３回 L.12: Ahead of Fashion（準備）練習＆クイズ＆宿題提出 

第１４回 L.12: Ahead of Fashion（本文）練習＆クイズ＆宿題提出 

第１５回 期末まとめ 

【教科書】Akira Morita他著『BBCドキュメンタリーの世界へようこそ：Welcome to BBC on DVD』成
美堂。 
 

【参考書】加えて適宜プリント教材を用いる。 
 

【成績評価基準】以下の通り、total100%から評価して成績を出す。 

平常点 (10%)         クラスパフォーマンス (30%) 

課題提出 (10%)             クラスプロジェクト (10%) 

中間試験 (20%)        期末試験 (20%) 

【メッセージ】言語学習は練習がすべてなので、クラスは毎回出席して、クラス内で練習に時間を費やすことが求め
られる。携帯電話などをクラス内で使用しようとは思わないこと！ 

 



 

区  分 専門科目―専門外国語科目 担当教員 徐亜文 

授業科目 中国語Ⅰ 

英  訳 Chinese Communication Ⅰ 

配当年次      １年次   前期 必選別 選択 単位数  1単位 

【授業の概要】 
中国語の入門授業である。中国語の発音から始めて、基本的な単語、文法事項、簡単な文章、日常会話を学
習する。テキストに沿って授業を進め、中国語の基礎知識を系統的に学ぶ。 

【授業の目的】 
ゼロから中国語を学ぶ学生を対象に、中国語の発音、単語、文法、会話、聴き取りの基礎を身につけさせること
を目的とする。 

【到達目標】 
中国語の正しい発音の基礎を作り、ピンイン記号の読み方、書き方を学習する。一定程度の語彙を身につけ
、基本的な文法事項を取得し、それらを運用して簡単な日常会話ができることを目標とする。 

【準備学習(予習・復習)】 
前回の授業で学んだ発音を練習し、単語を覚えておくこと、不明な点は質問すること。毎回の授業で与えられた課題
をまとめ、次回の授業の時に提出すること。テキストのCDを聞くこと。 

【授業計画】 

第 １回 ガイダンス、中国語の基礎知識、テキストなどの使い方についての説明。 

第 ２回 発音編Ⅰ 声調と単母音、複合母音 

第 ３回 発音編Ⅱ 子音、鼻母音を伴う母音 

第 ４回 発音Ⅲ  発音のルール、声調の組合せの発音練習、あいさつの言葉、教室用語 

第 ５回 テキスト第一課 人称代名詞 、動詞述語文、“吗”疑問文、副詞“也”“不” 

第 ６回 第二課 指示詞“这、那、哪”、“是”（～です）、連体修飾の“的”、疑問詞疑問文 

第 ７回 第三課 形容詞述語文、反復疑問文「肯定＋否定」、語気助詞“呢”、程度副詞“最” 

第 ８回 第四課 数詞 日にち・曜日・時刻、名詞述語文 

第 ９回 第一課～第四課の復習 

第１０回 第五課“的”の省略、場所を表す指示詞“这儿、那儿、哪儿”、所在を表す“在” 

第１１回 第六課 所有・存在を表す“有”、“的”の省略、主述述語文、「数詞＋量詞＋名詞」 

第１２回 第七課 連動文、助動詞“能”、手段を表す疑問詞“怎么”、助動詞“可以”、動詞の重ね型 

第１３回 第五課～第七課復習 

第１４回 第１課～第八課の復習 

第１５回 まとめと期末試験 

 

【教科書】 
『初級テキスト 身に付く中国語 [改訂版]』楊凱栄・張麗群 著  白帝社 2013年 
 

【参考書】 
『大学生のための 初級中国語24回』杉野元子・黄漢青 著 白帝社 2014年。 
 

【成績評価基準】 
試験50％、課題に取り組む姿勢30%、宿題練習20%で評価する 

【メッセージ】 

もしあなたは新しいことに挑戦したい、自分を変えたいと思うのであれば、中国語を始めてみませんか。 
この授業はゼロからスタートなので、いまから本気で勉強していけば、間違いなく「中国語を使って世界中
の中国語を話す人とコミュニケーションがとれる」という新しい自分に出会えると思います。 

 



 

区  分 専門科目―専門外国語科目 担当教員 徐亜文 

授業科目 中国語Ⅱ 

英  訳 Chinese Communication Ⅱ 

配当年次      １年次   後期 必選別 選択 単位数  1単位 

【授業の概要】 
中国語の入門授業である。中国語の発音から始めて、基本的な単語、文法事項、簡単な文章、日常会話を学
習する。テキストに沿って授業を進め、中国語の基礎知識を系統的に学ぶ。 

【授業の目的】 
ゼロから中国語を学ぶ学生を対象に、中国語の発音、単語、文法、会話、聴き取りの基礎を身につけさせること
を目的とする。 

【到達目標】 
中国語の正しい発音の基礎を作り、ピンイン記号の読み方、書き方を学習する。一定程度の語彙を身につけ
、基本的な文法事項を取得し、それらを運用して簡単な日常会話ができることを目標とする。 

【準備学習(予習・復習)】 
前回の授業で学んだ発音を練習し、単語を覚えておくこと、不明な点は質問すること。毎回の授業で与えられた課題
をまとめ、次回の授業の時に提出すること。テキストのCDを聞くこと。 

【授業計画】 

第１６回 第七課までの復習 

第１７回 第八課 時点と時間の幅、「“多”＋形容詞」、経験を表す“过”、願望を表す“想” 

第１８回 第九課 完了の“了”、語気助詞“吧”（推量）、場所を表す前置詞“在”、貨幣の数え方 

第１９回 第十課 文末の“了”、“不＋太～”、「“有点儿”＋形容詞」“再”、「動詞＋“一下”」 

第２０回 第八課～第十課の復習 

第２１回 第十一課 有”を用いる連動文、取り立ての“是～的”、起点を表す前置詞“从” 

第２２回 第十二課 動作の進行を表す“在”、持続を表す“着”、使役の“让／叫”、“一点儿” 

第２３回 第十三課 受給と受益の“给”、結果補語、“太～了”、動詞の連体修飾 

第２４回 第十一課～第十三課の復習 

第２５回 第十四課 助動詞“会”、可能補語、語気助詞“吧”（提案・勧誘）、形容詞の重ね型 

第２６回 第十五課 “把”構文、受身を表す前置詞“被”、方位詞、存現文、 “着” 

第２７回 第十六課 様態補語、“就”（～なら）、「疑問詞＋“都”」、禁止を表す副詞“別” 

第２８回 第十四課～第十六課の復習 

第２９回 第七課～第十六課の復習 

第３０回 まとめと期末試験 

【教科書】 
『初級テキスト 身に付く中国語 [改訂版]』楊凱栄・張麗群 著  白帝社 2013年 
 

【参考書】 
『大学生のための 初級中国語24回』杉野元子・黄漢青 著 白帝社 2014年。 
 

【成績評価基準】 
試験50％、課題に取り組む姿勢30%、宿題練習20%で評価する 

【メッセージ】 

もしあなたは新しいことに挑戦したい、自分を変えたいと思うのであれば、中国語を始めてみませんか。 

この授業はゼロからスタートなので、いまから本気で勉強していけば、間違いなく「中国語を使って世界中
の中国語を話す人とコミュニケーションがとれる」という新しい自分に出会えると思います。 

 



 

区  分 専門科目－専門外国語科目 担当教員 金 廷祐 

授業科目 韓国・朝鮮語Ⅰ 

英  訳 Korean Language Ⅰ 

配当年次      1年次  前期 必選別 選択 単位数 1単位 

【授業の概要】 
主な内容は、動詞・形容詞・存在詞・指定詞（四つの用言＝述語）の区分と語尾の基本的な変化、すなわち
、丁寧語・否定文・疑問文・助詞の使い方などである．必要に応じて韓国映画・K-popといったメディアも
活用し、学習した言語を早く使ってみる． 

【授業の目的】 
この授業は、人工語である韓国語の創出起源を理解し、表音文字である各文字の発音と表記の熟達を目指している．
とくに、文字の発音に重点を置きながら、基本的な文法と語彙を用いて､簡単な日常会話を行う．  

【到達目標】 
前期授業の到達目標として想定されることは、まず韓国語文字の読み・書きの習熟による円滑な発音の習得である．
語学のさらなる上達を考えるとき欠かせない基礎部分である発音の熟達を基礎に、挨拶や自己紹介などの基本的な日
常会話の習得も副産物として期待する． 

【準備学習(予習・復習)】 
（復習）配付プリントを整理し前回の授業内容をよく理解しておくこと、不明点は質問としてまとめること 
（予習）次回の項を読んでおくこと、不明点をチェックしておくこと 

【授業計画】 

第 1回 韓国語,朝鮮語,そしてハングル…オリエンテーション 

第 2回 韓国語の文字とその仕組み 

第 3回 パッチムって何ですか…子音の一種であるパッチム(終声）,複合母音・子音,濃音などを説明 

第 4回 おはようございます…習得した文字と発音をいち早く使用した基礎会話 

第 5回 私はタナカです…最も簡単な平叙文の丁寧表現を学習する．  

第 6回 あなたは大学生ですか…第 5～6回で学んだ基本的な平叙文を利用した疑問文を学習 

第 7回 私は会社員ではありません…第 5～7回で学習した平叙文と疑問文に加えて,否定文を学ぶ．  

第 8回 これは本です．そして,小テスト…この,その,あのの韓国語表現を習得．そして,小テス実施 

第 9回 ビデオ鑑賞…韓国の文化を映像で楽しむ．  

第 10回 この花はきれいです…動詞とともに用言を構成している形容詞を学ぶ．  

第 11回 話してみましょう…実際韓国の日常生活でよく使われている会話文を習得し実践する．  

第 12回 どこで学びますか．小テスト…今まで学習したことに助詞などを加えた慣用句などを学習．  

第 13回 3月 14日はブラックデ・ーです…漢数詞と固有数詞とに構成される数詞を学習する．  

第 14回 暑くありませんか…用言の否定表現を学ぶ．  

第 15回 総まとめ 

【教科書】 
『韓国語の初歩 改訂判』厳基珠、金三順、金天鶴、吉川友丈、白水社 ２０１０年初刷 

【参考書】 
韓日辞書（たとえば『日韓・韓日辞典』（民衆書林）） 

【成績評価基準】 
授業に対する姿勢・課題解決度30％､小テスト20％､期末試験50％で評価する 

【メッセージ】 
①相乗効果が高いため、韓国･朝鮮語会話Ⅰとの並行履修をおすすめする。 
②4・5月の学習がその後の進展と楽しさをほぼ決定づけるので、必ず参加すること。 

 



 

区  分 専門科目－専門外国語科目 担当教員 金 廷祐 

授業科目 韓国・朝鮮語Ⅱ 

英  訳 Korean Language Ⅱ 

配当年次     1年次  後期 必選別 選択 単位数 1単位 

【授業の概要】 
この授業ではとくに、基本的な文法と語彙をもとに、読み・書き・聞き・話す四機能をバランスよく伸ばし
ていく．主な内容は、前期で学んだ用言（述語）の基本的な活用に加え、過去形、数詞、よく使う言い回し
などである．前期と同様、必要に応じて韓国映画・K-popといったメディアも活用する． 

【授業の目的】 
韓国・朝鮮語Ⅱでは、前期授業において獲得した授業成果、すなわち、ハングル文字と発音の習熟をもとに、基礎的
な文法と日常会話の能力を高めていく．また、日本語との対照言語学的な観点からの理論的な面白さを満喫する一方
で、実際に使える表現能力の上達を目指す．  

【到達目標】 
この授業の到達目標として想定されることは、韓国語全般にわたる基礎的な知識や活用方法の獲得である．具体的に
は､文字や発音の熟達に重点を置いた前期の成果に、読み・書き・聞き・話しの四機能をバランスよく接続して、次
のステップである中級クラスへの準備作業を完成することである．また、一年間にわたる外国語学習を通じて取得し
た言語や文化との差を認識することで、自国文化や日本語の特性を再認識することも副産物として期待する． 

【準備学習(予習・復習)】 
（復習）配付プリントを整理し前回の授業内容をよく理解しておくこと、不明点は質問としてまとめること 
（予習）次回の項を読んでおくこと、不明点をチェックしておくこと 

【授業計画】 

第 1回 誕生日はいつですか…言語使用で占める「数字」の重要性を再確認 

第 2回 どこに住んでいますか…普通語と丁寧表現の中間に位置する「略待上称形」を学習する．  

第 3回 先生いらっしゃいますか…今まで学習してきた丁寧表現をさらに高めた,尊敬表現を習う．  

第 4回 何をお探しでしょうか…前回学んだ尊敬語の略待上称形にあたる用言の活用を学ぶ．  

第 5回 先週日曜日に何をしたのですか…過去形（丁寧表現,略待上称形）について学習する．  

第 6回 何を召し上がりますか．小テスト…好き･嫌いの表現と,未来の意思や推測の表現を学ぶ．  

第 7回 ビデオ鑑賞…朝鮮半島の現状を表す映像を鑑賞 

第 8回 何時に会いましょうか…時空間に関連する表現と願望,提案,勧誘などの表現を学習する．  

第 9回 最近水泳をしています…動詞の進行形と可能・不可能など能力を表す表現を学習する．  

第 10回 土曜日には宿題をして,日曜日には休みます…用言活用で,並列・先行・様態を表す表現を学ぶ．  

第 11回 市役所から近いですか…第 8回で学んだ時空間の表現に,場所･方向を表す表現を学ぶ．  

第 12回 電車で行けば約 10分ほどかかります．そして,小テスト…仮定法,語尾の変則的な変化などを学習 

第 13回 私は昨日友たちと宮島へ行きました…過去行った行為に関する表現を使った会話に挑戦 

第 14回 昨日見た映画は面白くありませんでした…日本語とは全く異なる連体形の仕組みを学習．  

第 15回 総まとめ 

【教科書】 
『韓国語の初歩 改訂判』厳基珠、金三順、金天鶴、吉川友丈、白水社 ２０１０年初刷 

【参考書】 
韓日辞書（たとえば『日韓・韓日辞典』（民衆書林）） 

【成績評価基準】 
授業に対する姿勢・課題解決度30％､小テスト20％､期末試験50％で評価する 

【メッセージ】 
相乗効果が高いため、韓国･朝鮮語会話Ⅱとの並行履修をおすすめする。 

 



 

区  分 専門科目－専門外国語科目 担当教員 徐亜文 

授業科目 中国語会話Ⅰ 

英  訳 Chinese Conversation Ⅰ 

配当年次    1  年次    前期 必選別 選択 単位数     1単位 

【授業の概要】 
中国語の発音の仕組みを最初に紹介し、それから発音の基礎となる母音、子音、声調を勉強して、その上で
基本的な単語、基礎的な文法、初歩的な会話を練習する。 

【授業の目的】 
初めて中国語に接する学生を対象に、中国語会話の基礎を身に付けることを目的としている。とくに中国語
発音の基礎に重点を置いて、正しい中国語の発音を取得させる。 

【到達目標】 
中国語の発音の基礎となるピンインが読めて、基本的な単語の発音ができ、自己紹介やあいさつ、簡単な日
常会話ができるようになることを目指す。 

【準備学習(予習・復習)】 
前回の授業の内容をよく理解し、発音や単語、文法事項を覚えること。 
授業中で与えられた課題を完成し、次回提出すること。テキストのCDを聞いて発音練習をすること 

【授業計画】 

第 １回 中国語について、第 1課 中国語の声調 

第 ２回 第 １ 課   単母音、複合母音 

第 ３回 第 ２ 課  子音 

第 ４回 第 ３ 課  鼻母音と人称代名詞 

第 ５回 第 ４ 課  声調の変化と声調の組合せ 

第 ６回 第 ５ 課  動詞“是”、“吗”疑問文、名前の聞き方と答え方 

第 ７回 第 ６ 課  動詞述語文、副詞“也”“都”、選択疑問文 

第 ８回 第 ７ 課 “呢”疑問文、指示代詞①、“的” 

第 ９回 第 ８ 課  疑問詞疑問文、助動詞“想”、時点① 

第１０回 第 ９ 課   形容詞述語文、反復疑問文、“吧” 

第１１回 第 10 課   所有を表す動詞“有”、量詞、“几”と“多少” 

第１２回 第 11 課   文末の“了”、時点② 時刻、前置詞“在” 

第１３回 第 12 課   連動文、時点③年月日と曜日、疑問詞“怎么” 

第１４回 第 1～12課の総合復習 

第１５回 まとめと期末試験 

 

【教科書】 
『大学生のための 初級中国語24回』杉野元子・黄漢青 著 白帝社 2011年初版、2014年第4刷発行。 
 

【参考書】 
『初級テキスト 身につく中国語 [改訂版]』楊凱栄・張麗群 著 白帝社 2009年初版、2013年第6刷 
発行 

【成績評価基準】 
試験50％、課題に取り組む姿勢30%、宿題練習20%で評価する 
 

【メッセージ】 
中国語が話せるようになれば、13億人とのコミュニケーションが可能になり、世界が広がります。ゼロから
のスタートなので、中国語に関する予備知識がなくても構いません。いまから頑張れば必ず中国語をマスタ
ーすることが出来ます。積極的に受講してみましょう。 

 



 

区  分 専門科目－専門外国語科目 担当教員 徐亜文 

授業科目 中国語会話Ⅱ 

英  訳 Chinese Conversation Ⅱ 

配当年次    1  年次    後期 必選別 選択 単位数     1単位 

【授業の概要】 
中国語の発音の仕組みを最初に紹介し、それから発音の基礎となる母音、子音、声調を勉強して、その上で
基本的な単語、基礎的な文法、初歩的な会話を練習する。 

【授業の目的】 
初めて中国語に接する学生を対象に、中国語会話の基礎を身に付けることを目的としている。とくに中国語
発音の基礎に重点を置いて、正しい中国語の発音を取得させる。 

【到達目標】 
中国語の発音の基礎となるピンインが読めて、基本的な単語の発音ができ、自己紹介やあいさつ、簡単な日
常会話ができるようになることを目指す。 

【準備学習(予習・復習)】 
前回の授業の内容をよく理解し、発音や単語、文法事項を覚えること。 
授業中で与えられた課題を完成し、次回提出すること。テキストのCDを聞いて発音練習をすること 

【授業計画】 

第 16回 第 12課までの復習 

第 17回 第 13課  指示代詞②、存在を表す動詞“在”“有” 

第 18回 第 14課  動詞の後の“了”、動詞の重ね型、前置詞“给” 

第 19回 第 15課  経験の“过”、動作量補語、前置詞“跟” 

第 20回 第 16課  時間量、時間量補語、前置詞“从”“到”“离” 

第 21回 第 17課  助動詞“会”、助動詞“能”、主述述語文 

第 22回 第 18課  比較、“多”＋形容詞、年齢の尋ね方  

第 23回 第 19課 “是～的”構文、100以上の数、金額の言い方 

第 24回 第 20課  状態補語、二重目的語、“有点儿” 

第 25回 第 21課  方向補語、進行の“在”、禁止 

第 26回 第 22課  結果補語、処置文、助動詞“可以” 

第 27回 第 23課  受け身文、使役文、補語のまとめ 

第 28回 第 24課  近い未来、“越来越～”、複文 

第 29回 第 12～24課 総合復習 

第 30回 まとめと期末試験 

【教科書】 
『大学生のための 初級中国語24回』杉野元子・黄漢青 著 白帝社 2011年初版、2014年第4刷発行。 
 

【参考書】 
『初級テキスト 身につく中国語 [改訂版]』楊凱栄・張麗群 著 白帝社 2009年初版、2013年第6刷 
発行 

【成績評価基準】 
試験50％、課題に取り組む姿勢30%、宿題練習20%で評価する 
 

【メッセージ】 
中国語が話せるようになれば、13億人とのコミュニケーションが可能になり、世界が広がります。ゼロから
のスタートなので、中国語に関する予備知識がなくても構いません。いまから頑張れば必ず中国語をマスタ
ーすることが出来ます。積極的に受講してみましょう。 

 



 

区  分 専門科目－専門外国語科目 担当教員 金 廷祐 

授業科目 韓国・朝鮮語会話Ⅰ 

英  訳 Korean Conversation Ⅰ 

配当年次    1年次 前期 必選別 選択 単位数     1単位 

【授業の概要】 
前期では、まず韓国語文字の読み・書きの習熟による円滑な発音の習得を目指す。語学のさらなる上達を考
えるとき欠かせない基礎部分である発音の熟達を基礎に、挨拶や自己紹介などの基本的な日常会話の習得も
副産物として期待する。必要に応じて映画やK-popといったメディアも活用し、学習した言語を早く使って
みよう。 

【授業の目的】 
この授業は初めてハングル（韓国･朝鮮語）を学ぶ人のための入門クラスで、韓国朝鮮語Ⅰの講義と並行しながら、
ハングルの基礎的コミュニケーション能力を獲得することをその目的とする。 

【到達目標】 
人工語である韓国語の創出起源を理解し、表音文字である各文字の発音と表記の熟達に努める 

【準備学習(予習・復習)】 
（復習）配付プリントを整理し前回の授業内容をよく理解しておくこと、不明点は質問としてまとめること 
（予習）次回の項を読んでおくこと、不明点をチェックしておくこと 

【授業計画】 

第 １回 韓国語、朝鮮語、そしてハングル…人工語である韓国語の創出過程と韓国語を取り巻く国際環境

などを眺める。 

第 ２回 ハングルの文字と発音…母音と子音 

第 ３回 ハングルの文字と発音…すべての子音 

第 ４回 簡単な音読、文字の復習① 

第 ５回 簡単な音読、文字の復習② 

第 ６回 基本的なあいさつ…出会い／別れのあいさつ 

第 ７回 自己紹介…私は○○です。 

第 ８回 基本的な日常会話 1…これは何ですか。 

第 ９回 小テストとビデオ鑑賞 

第１０回 基本的な日常会話 2…花は○○です 

第１１回 基本的な日常会話 3…○○はどこですか 

第１２回 動詞の活用…否定文の 2種類 

第１３回 基本的な日常会話 4…○○へ行きます 

第１４回 復習と音楽鑑賞（文法と並行） 

第１５回 ｢まとめ｣ 

【教科書】 
『韓国語の初歩 改訂判』厳基珠、金三順、金天鶴、吉川友丈、白水社 ２０１０年初刷 

【参考書】 
韓日辞書（たとえば『日韓・韓日辞典』（民衆書林）） 

【成績評価基準】 
授業に対する姿勢・課題解決度30％､小テスト20％､期末試験50％で評価する 

【メッセージ】 
①相乗効果が高いため、韓国･朝鮮語 Ⅰとの並行履修をおすすめする。 
②4・5月の学習がその後の進展と楽しさをほぼ決定づけるので、必ず参加すること。 

 



 

区  分 専門科目－専門外国語科目 担当教員 金 廷祐 

授業科目 韓国・朝鮮語会話Ⅱ 

英  訳 Korean Conversation Ⅱ 

配当年次      1年次 後期 必選別 選択 単位数 1単位 

【授業の概要】 
後期授業では､前期で獲得した授業成果、すなわち、ハングル文字と発音の習熟をもとに、基礎的な文法と
日常会話の能力を高めていく。また、日本語との対照言語学的な観点からの理論的な面白さを満喫する一方
で、実際に使える表現能力の上達を目指す。とくに、基本的な文法と語彙をもとに、読み・書き・聞き・話
す四機能をバランスよく伸ばしていく。前期同様、映画・K-popといったメディアも活用し、学習した言語
を早く使ってみよう。 

【授業の目的】 
この授業の目的は、韓国語全般にわたる基礎的な知識や活用方法の獲得である。具体的には､文字や発音の熟達に重
点を置いた前期の成果に、読み・書き・聞き・話しの四機能をバランスよく接続して、次のステップである中級クラ
スへの準備作業を完成することである。 

【到達目標】 
文字の発音に重点を置きながら、基本的な文法と語彙を用いて､簡単な日常会話を行う 

【準備学習(予習・復習)】 
（復習）配付プリントを整理し前回の授業内容をよく理解しておくこと、不明点は質問としてまとめること 
（予習）次回の項を読んでおくこと、不明点をチェックしておくこと 

【授業計画】 

第 １回 好き嫌いの表現 

第 ２回 買い物 

第 ３回 食事に関する表現 

第 ４回 状態・状況に関する表現 

第 ５回 時間と曜日に関する表現 

第 ６回 昨日したこと 

第 ７回 能力に関する表現 

第 ８回 意志・願望に関する表現 

第 ９回 小テストとメディア学習 

第１０回 自分の考えを伝える 

第１１回 電話をかける 

第１２回 ハングルでナゾナゾ 

第１３回 友達との会話 

第１４回 復習と音楽による音感の習熟（文法と並行） 

第１５回 ｢まとめ｣ 

【教科書】 
『韓国語の初歩 改訂判』厳基珠、金三順、金天鶴、吉川友丈、白水社 ２０１０年初刷 

【参考書】 
韓日辞書（たとえば『日韓・韓日辞典』（民衆書林）） 

【成績評価基準】 
授業に対する姿勢・課題解決度30％､小テスト20％､期末試験50％で評価する 

【メッセージ】 
相乗効果を高めるため、韓国･朝鮮語 Ⅱとの並行履修をおすすめする。 
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