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授業科⽬名

スペイン語初級I

授業形態

演習

英語科⽬名

Beginning Spanish Level I

開講学期

前期

対象学年

1

単位数

2

科⽬責任者

⼩橋 さおり

ナンバリング

2301

科⽬担当者
授業の概要
本授業では、スペイン語を学ぶ⽬的を「スペイン語でコミュニケーションができるようになること」と位置づける。
そのために、CEFR（ヨーロッパ⾔語共通参照枠）に定義されている次の3つの能⼒、①⾔語能⼒ (competencia lingüístic
a︓語彙知識、⽂法的正確さ、発⾳やイントネ－ション、語の正しい書き表し⽅等）、②社会⾔語能⼒ (competencia soc
iolingüística︓時と場合に応じてふさわしい挨拶や丁寧な表現を選択する等)、③⾔語運⽤能⼒ (competencia pragmátic
a︓⽂の並べ⽅やつなぎ⽅が適切でまとまりのある⽂章を構成する等) の向上を⽬指すとともに、実際の⾔語活動に不可
⽋である「読む⼒」、「書く⼒」、「聞く⼒」、「話す⼒」、「やりとりをする⼒」 (CEFRの5技能) を習得する。
また、新しい⾔語を学ぶということは、その⾔語を使う国や地域の⼈々の⽂化を学ぶということでもある。⾃分とは
異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重するという姿勢で、スペイン語圏の⽂化・社会・価値観を知
り、⾃分の体験・知識と対照させて論理的・批判的に思考する⼒も養う。
この授業は、⼤学で初めてスペイン語を学ぶ学⽣を対象としている。受講⽣は、スペイン語圏の⽂化に触れながら、
初級レベルの教材を使って先述した能⼒・技能・知識を⾝につける。評価の際には、CEFRのCan Doリストを⽤いて⾃
⼰評価も⾏う。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
⽇常⽣活でよく使われる簡単な表現を、ゆっくりしたスピードで理解し使うことができる。具体的には以下の事柄が
できるようになる。
・（時間帯、相⼿との関係を考慮して）状況にふさわしい挨拶ができる。
・⾃⼰紹介ができ、相⼿の名前、年齢、出⾝、職業などを尋ねたり述べたりできる。
・⼈や物の特徴の描写ができる。
・習慣や予定を尋ねたり述べたりできる。
・スペイン語圏の⽂化・社会・価値観を知り、⾃⼰のものと客観的に⽐較し具体的に述べることができる。
また、⾃律的に学ぶべく、試⾏錯誤をしながら⾃分の学びをデザインできるようになることもこの授業の⽬標であ
る。
成績評価⽅法
授業参加度（35％）、予習・復習・課題提出（20%)、⾃律的学習と学習カウンセリング（10%）、試験（⽂法、語
彙、作⽂、聴解、会話、スペイン語圏の⼀般的知識、発表）（35％）を総合的に評価する。なお、3分の2以上の出席を
評価の前提条件とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
学期中に最低1回はスペイン語の教員のカウンセリングを受けてください。⾃律的な学びをサポートしていきます。
⻄和辞典を毎回の授業に持参してください。授業は予習をしてきたという前提で⾏われますので、予習の上授業にの
ぞんでください。また、復習によってその⽇のうちに学んだことを効率よく定着させていくこともスペイン語上達への
近道です。また、授業で⾏う個⼈・グル－プでのアクティビティーには積極的に参加してください。間違えることも学
習の⼀部です。間違ってもかまいませんから、リラックスしてスペイン語をたくさん使ってください。ミスは少しずつ
減っていきます。
語学を習得するには時間がかかります。スペイン語の上達のためには、意識的にスペイン語と接する時間を増やす必
要があります。例えば、学内で教員とスペイン語で話をするのもよいですし、⾃分の興味のあるトピックについてスペ
イン語でネットの情報を探したり、スペイン語圏のラジオや⾳楽を聞くことも効果的です。語学学習センターにはスペ
イン語やスペイン語圏に関する本が置かれていますので⼿に取ってみてください。
「はやくスペイン語で話せるようになりたい」「スペイン語圏のことをもっと知りたい」という⽅のために、選択科
⽬「チャレンジクラス」を開講します。是⾮そちらも合わせて履修してください。
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テキスト・参考書
テキスト︓ スペイン語教材研究会（2013）『Entre amigos 1
辞書︓ ⻄和辞典を必ず持参すること。電⼦辞書も可。
詳細は初回授業時に指⽰する。

改訂版』 朝⽇出版社.

オフィスアワー
メールで事前にアポイントをとること。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
G. Classroom・E-mail・授業にて返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

担当教員

テキスト『Entre Amigos 1（改定版）』を⼊⼿し第1回の授
ガイダンス
業に持参すること。なるべく早く⻄和辞典を⼊⼿する。
１． スペイン語の世界の魅⼒
【予習】どのようにスペイン語を学習していくのか⾃分な
２．授業の進め⽅と評価
りに計画を⽴て、スペイン語が話せるようになったら何を
３． スペイン語の学習の仕⽅
したいのかを具体的に想像する。(90分)
４．スペイン語を⼤学で学ぶこと
【復習】スペイン語が話されている国・地域が世界のどの
のメリット
あたりにあるのかを確認する。
５．ビデオ映像 NEEM 1 - Unidad 1
ビデオ映像NEEM 1 - Unidad 1 Hola, ¿qué tal?- subtitulado
Hola, ¿qué tal?- subtitulado（ビデ
https://www.youtube.com/watch?v=Bj-fAlHK2rM を⾒て、ス
オ「やあ、元気︖」）
ペイン語に⽿をならす。(90分)

担当教員

Unidad 1 ¡Hola! ¿Qué tal?
1. 歌 Canción “Eres tú”
2. ビデオ映像 NEEM 1 - Unidad 1 【予習】テキストのp. 4 Ej. 1アルファベットをCDを聞いて
Hola, ¿qué tal?- subtitulado（ビデ 発⾳を練習する。テキストのp. 3 Ej. 1とp. 7 Ej. 4の単語の
オ「やあ、元気︖」）
意味を辞書で調べる。調べた語は、単語帳に書いて覚え
3. 挨拶 (Saludos y presentarse, p. る。(90分)
3. Ej. 1)
【復習】ビデオ映像NEEM 1 - Unidad 1 Hola, ¿qué tal?- su
4. 教室で役に⽴つ表現 (Expresione btituladoを⾒て、スペイン語に⽿をならす。授業で扱った
s útiles en la clase, p. 7. Ej. 4)
スペイン語の語や表現を、CDを繰り返し聞いて何度も⾔
5. Alfabeto
う。(90分)
6. モデル会話: Saludar y deletrear s
u nombre

3

担当教員

Unidad 1 ¡Hola! ¿Qué tal?
1． 歌 Canción “Eres tú”
2． ビデオ映像 NEEM 1 - Unidad 1
Hola, ¿qué tal?- subtitulado（ビデ
オ「やあ、元気︖」）
3． モデル会話を⾳読 (Leer en voz
alta el texto modelo)
4． 挨拶 (p. 3) の復習（Repaso de
saludos スペイン語の発⾳
5． pp. 4-5 Ej. 2 発⾳（Pronunciaci
ón）,
・⺟⾳（vocales）, ⼆重⺟⾳（dipt
ongos）, 三重⺟⾳（triptongos）,
⼦⾳（consonantes）, 注意の必要
な綴りと発⾳（ortografía y pronun
ciación）

4

担当教員

1

2

【予習】pp. 4-5のCDの⾳声を聞き、発⾳と⼦⾳を学んでお
く。(90分)
【復習】テキストのCDを聞き、授業内容を復習する。
ビデオ映像NEEM 1 - Unidad 1 Hola, ¿qué tal?- subtitulado
を⾒て、スペイン語に⽿をならす。(90分)

Unidad 1 ¡Hola! ¿Qué tal?
【予習】Unidad 1のp. 5 (c)(d), p. 7, 5A, Bの単語の意味を調
0. カウンセリング予約 Reservar C べ、練習問題をしておく。(90分)
ounseling
【復習】テキストのCDを聞き、授業内容を復習する。数字
(Si es posible, explicar la “carpeta c 1-10を何も⾒ずに⾔えるようにする。
ompartida”)
ビデオ映像NEEM 1 - Unidad 1 Hola, ¿qué tal?- subtitulado
1. 歌 Canción “Eres tú”
を何度も⾒る。(90分)
2．ビデオ映像NEEM 1 - Unidad 1
Hola, ¿qué tal?- subtitulado（ビデ
オ「やあ、元気︖」）
3．p. 7 5 A y B 数字 (números 1-1
0)
4. p. 5 ej. 3 (c)(d) スペイン語のアク
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セントと表記 Ortografía y pronunci
ación

担当教員

Unidad 1 ¡Hola! ¿Qué tal?
1．ビデオ映像NEEM 1 - Unidad 1
Hola, ¿qué tal?- subtitulado（ビデ 【予習】Unidad 1, p. 8 (全部) の単語の意味を調べておく。
オ「やあ、元気︖」）
p. 9, 3A, Bの意味を調べ、問題を解く。(90分)
2. p. 8 Ej. 2A y B ⾃⼰紹介・名前の 【復習】すらすらと⾃⼰紹介ができるように練習する。ビ
スペルを尋ねる（Presentarse y pre デオ映像NEEM 1 - Unidad 1 Hola, ¿qué tal? を何度も⾒て
guntar cómo se deletrea el nombr ディクテーションができるように練習する。(90分)
e）
3. p. 3 A, B y 4 挨拶 Saludos

担当教員

⼩テスト①ビデオディクテーショ
ン "Hola, ¿qué tal?"
Unidad 2 ¿De dónde eres?
1. 歌 Canción “Eres tú”
2. p. 12 Ej. 1 y 2 名詞の性と数（El
género y el número de los sustantiv
os）
3. 辞書の使い⽅ El uso del dicciona
rio español-japonés
4. 辞書を使ったアクティビティー
Una actividad con el diccionario

担当教員

Unidad 2 ¿De dónde eres?
1. 歌 Canción “Eres tú”
2. ビデオ映像 Vídeo: SGEL Diverso
【予習】Unidad 2 p. 12, 3, p. 13, 4, 5 y 6の単語の意味を調
- Unidad 1: Mi familia (ビデオ「私
べ、p. 12, 3(e)、p. 13, 4(f), 5(g), 6(h) の練習問題をしてお
の家族」)
く。(90分)
3. p. 12. 3 定冠詞 Art. Determinado
【復習】主語代名詞とser動詞の活⽤形を何も⾒ずに⾔える
Ej. (e)
ようにする。
4. p. 13. 4 主語代名詞 Los pronomb
ビデオ映像NEEM 1 - Unidad1: Mi familiaを何度も⾒てディ
res personales Ej. (f)
クテ-ションをする。(90分)
5. p. 13. 5 SER動詞 SER, Ej. (g)
6. p. 13. 疑問⽂と否定⽂ Oraciones
interrogativas y negativas. Ej. (h)

担当教員

Unidad 2 ¿De dónde eres?
1. 歌 Canción “Eres tú”
2. ビデオ映像 Vídeo: SGEL Diverso
- Unidad1: Mi familia (ビデオ「私の
家族」)
【予習】p. 14, 2 p. 15, A, Bの単語の意味を調べる。p. 14, 2
3. p. 14. 2 職業名 Profesiones. Co
の職業の表とp. 15, 3 Aの国籍の表を埋めておく。(90分)
mprobar las respuestas
【復習】職業名、国名、国籍を何も⾒なくても⾔えるよう
4. p. 15. 3 A y B 国名、国籍 (Nomb
にする。(90分)
re del país y de la nacionalidad) Co
mprobar las respuestas
5. p. 15. C 出⾝を尋ねる(Preguntar
de dónde es) o una actividad pareci
da

9

担当教員

Unidad 2 ¿De dónde eres?
1. 歌 Canción “Eres tú”
2. Vídeo: SGEL Diverso- Unidad1:
Mi familia (ビデオ「私の家族」)
【予習】p. 11 Observaとp. 16, 4, 5 の単語の意味を調べ、
3. p. 11 OBSERVA 1A, B y C
練習問題を解いておく。 p. 14の数字を⾔えるようにしてお
4. p. 16 ej. 4 y 5 職業・国籍を聞い く。 (90分)
たり答えたりできる (Practicar pre 【復習】ビデオを何度も⾒て、声に出して繰り返し⾔う。
guntar la profesión y la nacionalida 授業で扱った内容を復習し、数字(0-30)を何も⾒ずに⾔え
d) C Comprobar las respuestas
るようにする。(90分)
5. p. 14 数字Números (0-30)
(Si da tiempo, p. 16 Ej. 1, 2 y 3: Esc
uchar y contestar números)

10

担当教員

5

6

7

8

Unidad 2 ¿De dónde eres?
1. 歌 Canción "Cielito Lindo"
2. Vídeo: SGEL Diverso- Unidad1:
Mi familia (ビデオ「私の家族」)
3. p. 18 8 A y B 職業や国籍を聞い

⻄和辞典を必ず持参すること
【予習】課題ビデオのディクテーションができるように練
習しておく。P. 12, 1, 2 の単語の意味を調べ練習問題をし
ておく。(90分)
【復習】授業で扱った内容を復習する。(90分)

【予習】p. 16, 5 の単語を調べ、練習問題を解いておく。p.
17, 8A, Bの単語の意味を調べ、8Aの質問に答えておく。(9
0分)
【復習】数字(0-30)を何も⾒ずに⾔えるようにする。Unida
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たり答えたりできるPracticar preg d 1、2に出てきた単語を単語帳に書き意味を確認し、試験
untar la nacionalidad y la profesión. 勉強をする。(90分)
4. p. 18 C 会話を作ろう Basándose
en el diálogo del libro, escribir un di
álogo (3 chicos): presentar a su fa
milia/ su amigo/a. Cambiar la nacio
nalidad, la profesión, el lugar de na
cimiento. Leerlo en voz alta.

担当教員

⼩テスト②筆記・聴解試験Unindad
es 1 y 2
Unidad 3 Es alto y simpático.
1. 歌 Canción “Cielito Lindo”
2. p. 20. 1. 不定冠詞 (art. indetermi
nado)
Ej. 1 (a) Corregir
3. p. 20. 2. 品質形容詞 (adj. calificat
ivo)
Ej. 2 (b) Corregir
4. Actividad: “¿Cómo + SER +⼈ /
場所 / 物 ?” - “SER + 形容詞” の練
習"
Por ejemplo: “¿Cómo es la hambur
guesa de MacDonald’s? -Es barata,
pero no es sana.

【予習】p. 20. 1(a), 2(b)の練習問題を解いておく。(90分)
【復習】今後この課の品質形容詞が出てきたら意味が分か
るようにしておく。ビデオを何度も⾒て、声に出して繰り
返し⾔う。 (90分)

担当教員

Unidad 3 Es alto y simpático.
1. 歌 Canción “Cielito Lindo”
2. p. 23 ej. 5A y B 家族 Los miembr
os de la familia
3. Vídeo: SGEL Diverso- Unidad1:
Mi familia (ビデオ「私の家族」)
4. p. 20, 3. 所有形容詞 (Los adjetiv
os posesivos), Ej. 3 (c)
5. p. 21. 4. TENER動詞 (Verbo TE
NER): Presente de indicativo, Ej. 4
(d).
(Otros ejercicios: p. 22. Ej 3 A y B u
otros que se consideren más intere
santes)

【予習】p. 23. 5A y 5B、p. 20. 3 (c), p. 21. 4(d)の練習問題
をしておく。 (90分)
【復習】ビデオを⾒てディクテーションの練習をする。所
有形容詞、TENER動詞の活⽤を何も⾒ずに⾔えるようにし
ておく。(90分)

13

担当教員

⼩テスト③ビデオディクテーショ
ン "Mi familia"
Unidad 3 Es alto y simpático.
1. 歌 Canción “Cielito Lindo”
2. p. 23 4 Los adjetivos 形容詞Com
probar las respuestas
3. p. 21 疑問詞 Interrogativos I, Ej.
5 (e)
4. p. 22 1 A Números (30-99) + rep
aso (1-29)
(Otros ejercicios: p. 22. Ej. B u otro
s que se consideren más interesant
es)

【予習】p. 21. 5(e)とp. 23 4の単語を調べ、練習問題をし
ておく。1-29の数字の⾔い⽅を復習し、30-99の⾔い⽅を覚
えておく。(90分)
【復習】1-99の数字の⾔い⽅を復習し、今後この課で学習
した疑問詞が出てきたら意味が分かるようにしておく。 (9
0分)

14

担当教員

11

12

Unidad 3 Es alto y simpático.
【予習】p. 24 Ej. 1A y Bの練習問題をしておく。p. 25 Ej. 6
1. 歌 Canción “Cielito Lindo”
Aの⼿紙を読みわからない単語を調べておく。(90分)
2. p. 24 Ej. 1 A y B
【復習】Vídeoを何度も⾒て、声に出して繰り返し⾔う。
3. p. 25 Ej. 6 A Leerlo en grupo y e 授業中に書いた作⽂を正しく書き直し、家族を紹介できる
scuchar.
ようにしておく 。(90分)
(Explicar cómo es una carta: el dest
inatario, el desarrollo, la despedida,
el remitente y la firma al final (aunq
ue esta última no aparece en el libr
o))
4. p. 25 Ej. 6 B El profesor muestra
una carta más corta que la del libro
y los alumnos escriben una similar
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sobre su familia real o imaginaria. E
l profesor corrige en clase la redacc
ión que han hecho los estudiantes.
授業中に「私の家族」という題で
作⽂を書き添削してもらう。

15

16

17

18

担当教員

担当教員

担当教員

担当教員

19

担当教員

20

担当教員

Unidad 4 Conoce tu universidad.
【予習】p. 28 1, 2の単語の意味を調べ、1(a)については練
1. 歌Canción “Cielito Lindo”
習問題をしておく。(90分)
2. Vídeo "Salamanca"
【復習】ESTAR動詞について、主語を⾔われたら活⽤形を
3. p. 28. 1. 指⽰詞 Los demostrativo
⾔えるようにしておく。家族についての作⽂を何も⾒ずに
s, Ej. 1(a)
書けるように練習する。 (90分)
4. p. 28. 2. 動詞ESTAR Ej. 2 (b)
スペイン語圏の歴史や⽂化を専⾨
とするゲスト講師を招聘
Taller de un especialista sobre la cu
ltura hispanohablante

【予習】招聘ゲストの専⾨とする分野について⾃分なりに
調べてみる。(90分)
【復習】授業の感想レポートを書き次の時間に提出する。
(90分)

⼩テスト④ Unidad 3 作⽂ (Prue
ba de redacción “Mi familia”)(20 mi
nutos)
Unidad 4 Conoce tu universidad.
【予習】家族についての作⽂を覚えテストで書けるように
1． Explicar las formas y los usos d
する。p. 29(c) の単語の意味を調べておく。(90分)
e SER y ESTAR
【復習】ESTAR, SERの活⽤と⽤法を復習する。(90分)
2． Ej. p. 29 (c)
(Si da tiempo, p. 26 Gestos o pued
en repasarse algunas partes depen
diendo de las necesidades de los al
umnos)
Unidad 4 Conoce tu universidad.
1. 歌 Canción “Cielito Lindo”
2. Vídeo Diverso 1 de SGEL, Unida
d 3: Salamanca (ビデオ「サラマン
カ」）
3. Explicar las formas y los usos de
SER, ESTAR y HABER
4. Ej. (d) y (e)

【予習】p. 29 3(d)(e)の単語を調べておく。(90分)
【復習】指定されたビデオを何度も⾒て出てくる表現を書
けるようにする。ESTAR, SER, HABERの活⽤と⽤法を復
習する。(90分)

Unidad 4 Conoce tu universidad.
1. 歌 Canción “Cielito Lindo”
2. Vídeo Diverso 1 de SGEL, Unida
d 3: Salamanca (ビデオ「サラマン
カ」）
3. p. 30 位置関係Localización Ej. 2.
AyB
【予習】p. 30 2A y B, p. 32 2A y Bの単語を調べて練習問題
4. p. 31 3. 場所を表す副詞Adverbio をしておく。(90分)
s de lugar
【復習・宿題】出⾝の町に何があるかの作⽂を仕上げて次
5. p. 32 Ej. 2 A y B Leer el texto y b の授業で提出する。(90分) Acabar la redacción y entregar e
uscar a los estudiantes en el dibujo, n la siguiente clase.
contestar a las preguntas.
6. p. 33 Ej. 6. Describir qué hay en t
u ciudad natal o cerca de la casa d
onde vives. （出⾝の町に何がある
かを作⽂）
⼩テスト⑤筆記・聴解試験Unidade
s3y4
ミニドラマ準備①
1. Explicar sobre la actividad: Mini-t
eatro
2. Formar grupos de mini-teatro por
sorteo. グループを作る
3. Preparar el guion en grupo para
actuar 5 minutos. Presentarse uno
mismo y presentar a otros. （⾃⼰
紹介・他⼰紹介を⼊れて5分間のス

出⾝の町についての作⽂を提出する。
【予習】Unidad 3から4の内容を学習し筆記試験に備える。
ミニドラマのストーリーを考えておく。(90分)
【復習】ストーリーを完成させる。(90分)

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0160001
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トーリーをスペイン語で書く）
Entregar el primer borrador con la li
sta de palabras clave por G.Classro
om（シナリオの第⼀稿とキーワー
ドリストをG.Clasroomで提出）
歌3曲復習(そのうち１曲を選ぶ)

21

22

23

24

25

担当教員

ミニドラマ準備②
Escribir el guion y entregar la versió
n finalizada por G.Classroom con la 【予習】シナリオの下書きを完成させておく。(90分)
lista de palabras clave. シナリオを 【復習】教員が訂正した部分を正しく書き直してシナリオ
書き、教員のチェックを受ける。 を完成させる。(90分)
キーワードリストを完成させる。
清書したシナリオとキーワードリ
ストをG.Classroomで教員に提出す
る。

担当教員

⼩テスト⑥ビデオディクテーショ
ン
（ “Salamanca”）
【予習】p. 35 OBSERVA, A, B y C, の練習問題をしてお
1. p. 31 4 Números 数字 (100-1000 く。(90分)
0)
【復習】数字の⾔い⽅や規則動詞の活⽤を覚える。(90分)
2. p. 31 5 Números ordinales
3. p. 35 OBSERVA, A, B y C (Corre
gir las respuestas)

担当教員

スペイン語圏の歴史や⽂化を専⾨
【予習】招聘ゲストの専⾨とする分野について⾃分なりに
とするゲスト講師を招聘
調べてみる。(90分)
Taller de un especialista sobre la cu
【復習】授業の感想レポートを書き次の時間に提出する。
ltura hispanohablante
(90分)

担当教員

担当教員

ミニドラマ準備③
教員にシナリオを録⾳してもら
い、その発⾳やイントネーション
【予習】ミニドラマのセリフを覚える。(90分)
を真似て練習する。
【復習】録⾳した⾳源を聞きながらミニドラマのセリフを
Practicar la actuación memorizando
覚える。(90分)
el guion. Pedir al profesor que lo gr
abe con su voz.
Unidad 5 ¿Qué haces normalment
e?
1. 歌3曲復習
【予習】p. 36 1(a)(b)の単語を調べておく。(90分)
2. p. 36 Ej. 1 規則動詞 Presente de
【復習】規則動詞の活⽤を覚える。(90分)
indicativo, verbos regulares, Ej. 1
(a)(b)
歌3曲復習

26

担当教員

ミニドラマ準備④
ミニドラマ
Ensayo

リハーサル

歌の試験
27

担当教員

⾃律的学習とポートフォリオ
前期振り返り・フィードバック
ミニドラマ発表

28

29

担当教員

担当教員

Can Do評価
夏休みの課題について
レポート課題①
出席はレポート課題に代替する。

【予習】録⾳した⾳源を聞きながらミニドラマのセリフを
覚える。(90分)
【復習】リハーサルで注意されたことに気を付けてミニド
ラマの練習をする。(90分)

【予習】感情をこめて歌えるように練習しておく。前期の
学習を振り返っておく。(90分)
【復習】歌のフィードバックをポートフォリオ⽤に書き留
めておく。(90分)
【予習】ミニドラマを演じられるように練習しておく。⾃
律的学習の成果物を授業に持ってくる。(90分)
【復習】前期の学習を振り返る。(90分)
【予習】課題のテーマについて調べる。（90分）
【復習】学習した内容を復習する。（90分）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0160001
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（詳細は授業で説明する。）
30

担当教員

レポート課題②
出席はレポート課題に代替する。
（詳細は授業で説明する。）

【予習】課題のテーマについて調べる。（90分）
【復習】学習した内容を復習する。（90分）
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2021/05/18(⽕)12:54
授業科⽬名

スペイン語チャレンジクラス初級I

授業形態

演習

英語科⽬名

Enriched Spanish Beginning Level I

開講学期

前期

対象学年

1

単位数

1

科⽬責任者

⼩橋

ナンバリング

2302

さおり

科⽬担当者
授業の概要
本授業では、スペイン語を学ぶ⽬的を「スペイン語でコミュニケーションができるようになること」と位置づける。こ
の授業は「はやくスペイン語で話せるようになりたい」「スペイン語圏のことをもっと知りたい」という学習者のため
に科⽬「スペイン語初級I」と合わせて履修するよう構成されている。授業では、⾝近な⽇常のテーマを扱い、特に話す
⼒、聞く⼒、やりとりする⼒を養う。スペイン語圏の社会・⽂化的な内容を知るとともに、参加型のアクティビティー
を数多く⾏う中で⾃然なやりとりができるようになることを⽬指す。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
受講⽣は以下の事柄ができるようになる。
⼈、場所、ものについて何の話をしているのかを理解すること
⼈、場所、もの、状態を描写すること
⼈、場所、もの、状況、⾏為を⽐較すること
⾃分のことをスペイン語で説明できること（例: スペイン語を学習する理由など）
習慣や今していることを⾔えること
⾝近な話題で簡単な⽇常会話ができるようになるため、「話す⼒」「聞く⼒」「やりとりする⼒」を向上させること、
また、スペイン語圏について知ることで社会⽂化的能⼒を⾼めることを特に重視する。
成績評価⽅法
課題提出・発表・授業参加度（70％）、会話試験３回（30%）を総合的に評価する。なお、3分の2以上の出席を評価の
前提条件とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
⼤学で初めて学ぶ外国語の学習では、最初は初めて聞く・⾒ることばかりです。つまり、新しい⾔語の学習は、新たな
発⾒に満ちあふれた刺激的な体験です。しかし、それらを⾝に付けて能動的に使えるようになるためには、いろいろな
⽅法で繰り返し練習することが重要です。そのため、授業時間外での予習・復習、ならびに⾃習が不可⽋です。⾔語学
習センターにある様々な教材を活⽤するなどして、スペイン語の世界の扉を⾃ら開いて⾏ってください。⾔語学習カウ
ンセリングでは、担当講師が学習の仕⽅についての助⾔も⾏います。また、会話練習や試験対策のために使うことも可
能です。このように、⽇々の学習を積み重ねると、コース開始時は、全く意味不明な⽂字や⾳声の羅列であったスペイ
ン語が、コース終了時には意味のあるメッセージとして理解できるようになるでしょう。
また、この科⽬に後続する「チャレンジクラス初級II」ではスペイン語検定試験DELEA1レベルについて紹介し、試験の
⽅法に慣れていきます。この科⽬受講後は、１⼈で試験の準備ができるようになるでしょう。
授業内容は学⽣の関⼼に基づいて変更することがあります。
テキスト・参考書
テキスト︓ 授業時に指⽰する。（授業のために教員が準備したもの）
Proporcionado por el profesor (Material propio y diversas fuentes)
辞書︓ ⻄和辞典、和⻄辞典を必ず持参すること。辞書については電⼦辞書も可。
オフィスアワー
メールで事前にアポイントをとること。
https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0170001
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課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
G. Classroom・E-mail・授業にて返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

オリエンテーション

1

担当教員

¿Qué sabéis sobre España e Hispa
【予習】スペイン語圏を話す国や地域、その⽂化について
noamérica?
⾃分なりに調べてみる。（90分）
(en parejas hacer una lista)
【復習】授業内容を復習する。（90分）
Ppt. Hablando sobre España
https://videoele.com/A1-Primera-cl
ase-de-espanol.html

2

担当教員

会話モデル1
Patrón de conversación 1
(saludar, presentarse y pedir inform
ación básica)
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
挨拶 (前半) SALUDOS 1 de 2
く。（90分）
-挨拶、⼈を紹介する Saludar y pre
【復習】授業内容を復習する。（90分）
sentar a otra persona
Repasar Control de la comunicació
n

会話モデル1
Patrón de conversación 1

3

担当教員

挨拶 (後半) SALUDOS 2 de 2
-国籍を表す形容詞の男性形・⼥性
形 Género de los adjetivos de naci 【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
onalidad
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
https://videoele.com/A1-Profesione
s.html
NEEM 17. 6 y 18 1 y 3
会話試験1

4

担当教員

会話モデル2
Patrón de conversación 2
(Pedir en un bar / restaurante)

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

Contenido cultural

5

担当教員

会話モデル2
Patrón de conversación 2

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

Presente regular. Las tres conjuga
ciones.
NEEM p.19. 6
https://videoele.com/A1-En-el-pres
https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0170001
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ente.html
会話試験2
Examen de conversación 2
会話モデル3
Patrón de conversación 3
(Pedir en un hotel)
6

担当教員

家族（前半）FAMILIAS 1 de 2
-家族を紹介する Presentar a la fam
ilia.

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

NEEM p. 26, 2, 3 y 4.
LA HORA
会話モデル3
Patrón de conversación 3

7

担当教員

¿A qué hora…?
NEEM p. 30 1 y 3.

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

https://videoele.com/A1-Que-horaes.html
会話試験3
会話モデル4
Patrón de conversación 4
会話モデル4
Patrón de conversación 4
(Pedir indicaciones en el metro)

8

担当教員

家族（後半）FAMILIAS 2 de 2
-⾃分や家族について話す Dar infor
mación personal.
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
-名詞の複数形 Plural de los nombre く。（90分）
s.
【復習】授業内容を復習する。（90分）
Los números del 1 al 1000000
(NEEM 1 p. 31, 6, 7 y 8)

https://videoele.com/A1-Numeros-y
-letras.html

会話試験4
9

担当教員

VERBOS REFLEXIVOS
NEEM p. 36. 1

10

担当教員

会話試験4
NEEM p. 36. 2 y 3

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

会話モデル5
Patrón de conversación 5
(proponer un plan a alguien)
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VÍDEO ELE verbos reflexivos

Practica patrón de conversación 5
11

担当教員

Vídeo ELE reflexivos

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

会話モデル5

NEEM 1 p. 37. 5 y 7
Verbos irregulares en presente
12

担当教員
Preposiciones de tiempo

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

Vídeo ELE
http://videoele.com/A2-Presente-irr
egular.html
Examen de conversación 5
13

担当教員

Contenido intercultural.

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

LA CASA
NEEM 1 p. 48. 1
Vídeo ELE La casa
14

担当教員

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
http://videoele.com/A1-Mi-casa.htm く。（90分）
l
【復習】授業内容を復習する。（90分）
復習のためのアクティビティー
ACTIVIDAD ESPECIAL DE REPAS
O / JUEGO

15

担当教員

レポート課題
レポート提出を出席の代替とす
る。

【予習】課題のテーマについて⾃分なりに調べてみる。（9
0分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

（詳細は授業で説明する。）
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2021/05/18(⽕)12:58
授業科⽬名

スペイン語初級II

授業形態

演習

英語科⽬名

Beginning Spanish Level II

開講学期

後期

対象学年

1

単位数

2

科⽬責任者

⼩橋

ナンバリング

2303

さおり

科⽬担当者
授業の概要
初級Iに続く授業である。「スペイン語でコミュニケーションができるようになること」を本授業の⽬的とし、そのた
めに必要な能⼒(⾔語能⼒、社会⾔語能⼒、⾔語運⽤能⼒)・技能(CEFRの5技能)を向上させる。⾃分とは異なる⼈間や⽂
化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重するという姿勢を⾝に付けるとともに、スペイン語圏の⽂化・社会・価値観
を知り、⾃分の体験・知識と対照させて論理的・批判的に思考する⼒も養う。評価の際には、CEFRのCan Doリストを
⽤いて⾃⼰評価も⾏い、⾃律的学習ができるようになることを⽬指す。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
⽇常⽣活でよく使われる簡単な表現を、ゆっくりしたスピードで理解し使うことができることを⽬標とする。具体的
には以下の事柄ができるようになる。
・時間、⽉、季節を⾔ったり尋ねたりすることができる。
・⾃分の住む町について説明できる。
・⾃分の⽇常⽣活を説明することができ、相⼿の⽇常⽣活について尋ねることができる。
・⼀般的な⼈々の習慣、近い未来の予定が理解でき、それらを説明することができる。
・買い物や飲⾷店でのやりとり（注⽂）ができる。
・⽇本の⽂化をスペイン語圏話者に簡単な表現を使ってスペイン語で説明することができる。
また、⾃律的に学ぶべく、試⾏錯誤をしながら、⾃分の学びをデザインできるようになることもこの授業の⽬標であ
る。
成績評価⽅法
授業参加度（35％）、予習・復習・課題提出（20%）、試験（⽂法、語彙、作⽂、聴解、会話、スペイン語圏の⼀般
的知識、歌、発表）（35％）、⾃律的学習と学習カウンセリング（10%）を総合的に評価する。なお、3分の2以上の出
席を評価の前提条件とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
前期にスペイン語初級Ⅰを受講していることがこの科⽬を履修する条件である。⾃律的学習の実現のため、学期中に
最低1回はスペイン語の教員のカウンセリングを受けること。
テキスト・参考書
テキスト︓ スペイン語教材研究会（2013）『Entre amigos 1 改訂版』朝⽇出版社
辞書︓ ⻄和辞典を必ず持参すること。（電⼦辞書も可。）
参考書︓ 適宜紹介する。
オフィスアワー
メールで事前にアポイントをとること。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法

G. Classroom・E-mail・授業にて返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数
1

担当
担当教員

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

後期ガイダンス・カウンセリング 【予習】春学期に学習した内容を復習しておく。(90分)
予約
【復習】p. 37 (d) の練習問題を解いておく。規則動詞の活
Unidad 5 ¿Qué haces normalment ⽤を覚える。(90分)
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e?
1. Canción “La puerta de Alcalá”
2. Vídeo “Un día en la vida de Jaim
e”
3. Repaso: presente de indicativo,
verbos regulares (p. 36 1)
4. p. 36 2 Presente de indicativo: H
ACER, IR, Ej. (c)
DEBERES 宿題: p. 37 (d)

2

3

4

担当教員

Unidad 5 ¿Qué haces normalment
e?
1. Canción “La puerta de Alcalá”
2. Vídeo “Un día en la vida de Jaim
e”
3. p. 37 (d) 宿題答え合わせ Compr 【予習】p. 37 4 の単語の意味を調べ(d)(e)の練習問題を解
obar las respuestas
いておく。(90分)
4. p. 37 Interrogativos II 疑問詞II, E 【復習】学習した動詞の活⽤を覚える。(90分)
j. (e)
5. p. 38 3. Adverbios de frecuencia
（頻度を表す副詞表現） Ej.
6. Repasar las conjugaciones de v
erbos regulares, HACER e IR.

担当教員

Unidad 5 ¿Qué haces normalment
e?
1. Canción “La puerta de Alcalá”
【予習】p. 39 4 A y B, p. 40 1の単語の意味を調べておく。
2. p. 39 4, A y B ¿Cuándo haces la
(90分)
s cosas?
【復習】Unidad 5を復習し試験勉強をする。(90分)
3. p. 40 1 A Preguntar a los compa
ñeros sobre el tema
4. Repasar la unidad 5

担当教員

⼩テスト①筆記・聴解テスト Unid
ad 5
Unidad 6 ¿Tienes algún plan?
【予習】前置詞 p. 44 1の単語の意味を調べておく。(90分)
1. Cuento ① (Explicación)
【復習】前置詞を復習し、p. 44 1(a)の練習問題を解く。(9
2. Explicar sobre las preposiciones:
0分)
A, DE, EN, CON, POR, PARA
DEBERES 宿題: p. 44 1(a)

5

担当教員

Unidad 6 ¿Tienes algún plan?
1. Cuento ①
2. p. 44 1(a) 宿題答え合わせCorreg
ir los deberes
3. p. 44 2 IR A + infinitivo (b)
4. pp. 44-45, 3 Explicar los verbos
con cambio vocálico como QUERE
R, CERRAR o ENTENDER. Ej. (c)

【予習】p. 44 2(b)の意味を調べ、練習問題を解いておく。
(90分)
【復習】前置詞、語幹⺟⾳変化動詞を復習し、p. 45 (d) (e)
練習問題を解く。(90分)

DEBERES 宿題: p. 45 (d) y (e)

6

担当教員

7

担当教員

Unidad 6 ¿Tienes algún plan?
1. Cuento ①
2. Vídeo “Un día en la vida de Jaim
e”
3. p. 45 (d) y (e) 宿題答え合わせ C
orregir los ejercicios indicados
4. P. 45 Verbos con cambio vocálic
o, SALIR, VENIR (f) (g)
5. Repasar los usos de las preposi
ciones y los verbos que han aprend
ido últimamente.

【予習】p. 44 3, p. 45 4 y 5 の単語の意味を調べておく。
(90分)
【復習】指定されたビデオを何度も⾒て、話している内容
を書けるようにする。(90分)

⼩テスト②ビデオディクテーショ 【予習】p. 46, p. 47 2A y 3A, p. 48 1の単語の意味を調べ、
ン Examen dictado. Vídeo（Un día p. 47 2A練習問題をしておく。(90分)
en la vida de Jaime)
【復習】時間、年⽉、季節、誕⽣⽇の聞き⽅など授業の内
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Unidad 6 ¿Tienes algún plan?
容を復習する。物語の状況を想像しながら朗読する練習を
1. Cuento ①
する。(90分)
2. p. 46, 1. 時間 La hora
3. p. 47, 2A y B 年⽉、季節 Los me
ses y estaciones del año

8

9

10

11

12

13

担当教員

Unidad 6 ¿Tienes algún plan?
1. Cuento ② (Explicación)
【予習】p. 48 1, 2の単語の意味を調べておく。 (90分)
2. p. 48 1 y 2 Preguntar y contestar
【復習】この課で学習した不規則動詞を整理し活⽤と意味
los planes o el horario
を確認する。(90分)
3. p. 49 3 Ejercicios auditivos respe
cto al tema

担当教員

Unidad 7 Un día normal
1. Cuento ②
2. p. 51 OBSERVA, A y B
3. p. 52 語幹⺟⾳変化動詞Ⅱ Verbo
s con cambio vocálico VOLVER y
REPETIR. Ej. (a)
説明、Explicar el sistema y hacer l
os ejercicios (a)
DEBERES 宿題: p. 52 (b)

【予習】p. 51 OBSERVA, A y Bの単語の意味を確認してお
く。(90分)
【復習】語幹⺟⾳変化動詞の活⽤を覚え、p. 52 (b)の練習
問題を解く。(90分)

担当教員

Unidad 7 Un día normal
1. Cuento ②
2. Vídeo “Mi deporte favorito”
3. p. 52 (b) Corregir los deberes
4. p. 53 Verbos reflexivos 再帰動詞
Explicación説明
5. p. 54 2A Verbos reflexivos y no r
eflexivos
DEBERES 宿題: p. 53 (d)

【予習】p. 52 Ej. 1 (a) y (b)の意味を確認し、練習問題をし
ておく。(90分)
【復習】再帰動詞の活⽤を覚え、p. 53 (d)の練習問題を解
く。(90分)

担当教員

Unidad 7 Un día normal
1. Cuento ②
2. Vídeo “Mi deporte favorito”
3. p. 53 (d) Corregir los deberes
4. p. 55 2B Verbos reflexivos 再帰
動詞
5. p. 54 A. Partes de la casa 住居

【予習】p. 54 A, p. 55 2Bの意味を確認し、練習問題をして
おく。(90分)
【復習】学習した新しい語彙を覚える。物語の状況を想像
しながら朗読する練習をする。(90分)

担当教員

Unidad 7 Un día normal
1. Cuento ①②
2. Vídeo “Mi deporte favorito”
【予習】p. 55 A y Bの意味を確認し、練習問題をしてお
3. p. 56 1 A y B Decir cosas cotidia く。p. 56 Aの単語の意味の意味を確認しておく。(90分)
nas
【復習】再帰動詞や新しい語彙を復習する。(90分)
4. p. 55 A y B El clima 気候
5. p. 57 3 A y B 気候を尋ねるPregu
ntar sobre el clima

担当教員

⼩テスト③物語の朗読 Leer el cuen
to
Unidad 7 Un día normal
1. p. 57, 4. Ej. A y B 読解「アルゼ
ンチンの⼈々の⼀般的習慣につい
て」 Lectura: Hábitos y costumbres
de los argentinos.
2. 作⽂Redacción 「⽇本の習慣 Há
bitos y costumbres de los japonese
s」

【予習】p. 57 4A y Bの単語の意味の意味を確認しておく。
(90分)
【復習・宿題】⽇本⼈の⼀般的習慣について簡単に説明す
る⽂章を200ワード程度で書き次の授業で提出する。Redac
ción de unas 200 palabras “Hábitos y costumbres de los jap
oneses” entregarlo en la siguiente clase. (90分)

DEBERES 宿題: Redacción
14

担当教員

Unidad 7 Un día normal
1. Canción “Quiero tener tu presen
cia”
2. Vídeo “Mi deporte favorito”
3. p. 56 2A Describir las acciones c
otidianas
4. 作⽂を持参し授業内で添削して
もらう 「⽇本の習慣Hábitos y cost

【予習】p. 56 2A の単語の意味の意味を確認しておく。Uni
dades 6 y 7で分からないところがないか確認しておく。(90
分)
【復習】指定されたビデオを何度も⾒て話している内容を
書けるようにする。添削された作⽂を⾒直し⽇本の習慣に
ついて説明できるようにする。Unidades 6 y 7 の内容をし
っかり理解する。(90分)
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umbres de los japoneses」El profe
sor corrige la redacción en la clase.
5. 復習 Repaso de las unidades 6 y
7
⼩テスト④筆記・聴解テスト Unid
ades 6 y 7
15

16

17

担当教員

【予習】試験勉強をしておく。(90分)
Unidad 8 ¿Lo conoces?
【復習】⼈称代名詞や動詞を復習する。 (90分)
4. p. 60, 1. 直接⽬的⼈称代名詞 (pr
onombres de objeto directo) 練習
問題(a) (b)

担当教員

Unidad 8 ¿Lo conoces?
1. Canción “Quiero tener tu presen
cia”
2. Vídeo “Mi deporte favorito”
3. p. 60 VER. Ej. (c)
4. p. 61, 3. SABER y CONOCER. E
j. (d)
5. p. 62, 1. ⾷べ物と飲み物 Ej. A,
B y C.

【予習】 p. 60 (c), p. 61 3(d) 4(e) にある例⽂・練習問題の
単語の意味を調べ、練習問題を解いておく。p. 62 1A, B, C
を (90分)
【復習】新しく学習した動詞の活⽤や語彙を復習する。(90
分)

担当教員

スペイン語圏の歴史や⽂化を専⾨
とするゲスト講師を招聘
Taller de un especialista sobre la c
ultura hispanohablante

【予習】予告された分野について⾃分なりに調べてみる。
(90分)
【復習】次回の授業で感想を共有するので、講演の内容や
感想をメモしておく。(90分)

Compartir los comentarios acerca d
e la clase anterior

18

19

担当教員

担当教員

Unidad 8 ¿Lo conoces?
【予習】p. 61 4(e), 5(f)の単語の意味を調べ、練習問題を解
1. Canción “Yo contigo, tú conmigo” いておく。(90分)
2. Vídeo “Mi deporte favorito”
【復習】指定されたビデオのディクテーションをする。7,
3. p. 61, 4. SABER +不定詞, PODE 8課で学習した動詞や表現の使い⽅を復習しておく (90分)
R＋不定詞 Ej. (e)
4. p. 61, 5. QUERER＋不定詞, PO
DER＋不定詞 Ej. (f)
Unidad 8 ¿Lo conoces?
1. Canción “Yo contigo, tú conmigo”
2. Vídeo “Mi deporte favorito”
5. p. 63 レシピ Receta de cocina
2 A, B y C
【予習】p. 62 A, B y C , p. 64 1、p. 110 Alumno B、p. 64 2
Ver el vídeo de “¿Cómo se hace un
A y B, p. 65 Cの単語の意味を調べておく。(90分)
a tortilla?”
【復習】授業の内容を復習する。(90分)
3. p. 64, 1 Hacer una petición o pe
dir permiso. 依頼する・許可を求め
る練習
4. p. 64, 2 Ej. A y B メニュー
Unidad 8 ¿Lo conoces?
1. p. 65, Ej. C y D レストランでの
会話

20

担当教員

21

担当教員

プレゼンテーション準備①
2. スペイン語圏の⼈々に⽇本の何
かをプロモーションするためのプ 【予習】p. 62 C y Dの単語の意味を調べておく。(90分)
レゼンテーション (Presentación p 【復習】授業の内容を復習する。(90分)
ara promocionar un tema japonés a
los hispanohablantes)
3. グループ分け、テーマ決定、原
稿の作成開始 (Dividirse en grupos,
decidir el tema y empezar a escribir
el guion)
⼩テスト⑤筆記・聴解テスト Unid
ad 8
プレゼンテーション準備②
1. 各⾃が分担箇所の原稿を⽇本語

【予習】p. 70 2 の練習問題を解いておく。プレゼンテーシ
ョンのために「⽇本に関するテーマ」を考えておく。
【復習】授業中に教員の添削が受けられなかった場合は、
教員の指⽰に従いメールで添削してもらう。(90分)
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とスペイン語で執筆し、パワーポ
イントを作成する。Cada estudiant
e tiene que escribir su parte de la p
resentación en español y japonés y
preparar un PPT.
2. 原稿とパワーポイントを教員に
添削してもらった後、清書をし、
暗記をする。
Se junta lo escrito por los tres estu
diantes del grupo y lo entregan al p
rofesor para que lo corrija junto con
el PowerPoint (PPT). Después de l
a corrección del profesor, lo pasan
a limpio y lo memorizan.

22

担当教員

Unidad 9 ¿Vamos de compras?
1. Canción “Yo contigo, tú conmigo”
2. p. 68, 1. 前置詞格⼈称代名詞（L
【予習】p. 68 1 (a)の単語の意味を調べ、練習問題を解いて
os pronombres con preposición) Ej.
おく。p. 68 2の単語の意味を調べておく(90分)
(a)
【復習】授業の内容を復習する。(90分)
3. p. 68, 2 間接⽬的格⼈称代名詞
(Los pronombres de objeto indirect
o) Ej. (b) y (c)
Unidad 9 ¿Vamos de compras?
1. Canción “Yo contigo, tú conmigo”
2. p. 68, 3 DAR, TRAER y DECIR,
p. 69 Ej. (d)

23

担当教員

プレゼンテーション準備③
1. Canción “Me gustas tú”
2. 完成した原稿を教員に録⾳して
もらい、発⾳・イントネーション
に注意して暗記する。
Finalizar el guion del grupo, pedir a
l profesor que lo grabe con su voz.
Memorizar el guion y practicar la pr
esentación.

【予習】p. 68 3, p. 69 (d) の単語の意味を調べ、練習問題を
解いておく。プレゼンテーション原稿の分担箇所を完成さ
せておく。 (90分)
【復習】録⾳した⾳源を何度も聞き原稿を暗記する。(90
分)

担当教員

⼩テスト⑥ビデオディクテーショ
ン Examen dictado. Vídeo（Mi dep
orte favorito)
1. Canción: Villancicos
2. p. 69, 4. ⽐較表現I. La comparac 【予習】p. 69 (d)練習問題を解いておく。pp. 70 - 71 1A y 3
ión del adjetivo Ej. (e)
A, B y Cの単語の意味を調べ練習問題を解いておく(90分)
3. p. 69, 5. 不規則な⽐較級を持つ 【復習】授業の内容を復習する。(90分)
形容詞 Comparativos irregulares E
j. (f)
4. p. 69 6. 最上級El superlativo Ej.
(g)

担当教員

プレゼンテーション準備④
1. Canción “Me gustas tú”
2. プレゼンテーションのリハーサ
ル
Ensayo de la presentación
3. 質疑応答の質問を想定し、答え
られるように練習する。

26

担当教員

Unidad 9 ¿Vamos de compras?
1. Canción “Me gustas tú”
2. p. 70 1A Ropa, accesorios y com
plementos
【予習】p. 70 1A, 2, 3A, p. 71 4A y B, p. 73 3Aの単語の意
3. p. 70 2 Ej. Adjetivos calificativos 味を調べ習問題を解いておく。 (90分)
4. p. 70 3A Los colores
【復習】授業で学んだ表現や語彙を復習する。(90分)
5. p. 71 4A La ropa y los colores
6. p. 73 3A y B Un diálogo en un re
staurante

27

担当教員

プレゼンテーション準備⑤

24

25

【予習】原稿を暗記し、プレゼンテーションができるよう
に準備しておく。(90分)
【復習】リハーサルで指摘された点に気を付けて練習をす
る。(90分)

【予習】プレゼンテーションができるように準備してお

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0180001
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1. Canción “Me gustas tú”
く。(90分)
2. プレゼンテーションのリハーサ 【復習】リハーサルで指摘された点に気を付けて練習をす
ル
る。(90分)
Ensayo de la presentación
プレゼンテーション
ゲスト講師を招聘（学⽣のプレゼ
ンを聞き質疑応答を⾏う。）
28

29

担当教員

担当教員

【予習】プレゼンテーションの準備をする。(90分)
発表時間 5分〜7分
【復習】プレゼンテーションを振り返る。(90分)
Tiempo de la presentación: Entre 5
y 7 minutos
質疑応答時間 3分
Sesión de preguntas: 3 minutos
⼩テスト⑦筆記・聴解テスト Unid
ad 9
【予習】筆記聴解試験の準備をしておく。(90分)
【復習】1年間の学習の振り返りをしておく。(90分)
総復習
Repaso general
フィードバックと振り返り

30

担当教員

⾃律的学習の報告
Can Do評価
春休みの課題

【予習】⾃律的学習の成果物を授業に持ってくる。1年間の
学習の振り返りをしておく。(90分)
【復習】1年間の学習を振り返り、来年度の学習に役⽴て
る。春休みの課題に取り組む。(90分)

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0180001
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2021/05/18(⽕)12:55
授業科⽬名

スペイン語チャレンジクラス初級II

授業形態

演習

英語科⽬名

Enriched Spanish Beginning Level Ⅱ

開講学期

後期

対象学年

1

単位数

1

科⽬責任者

⼩橋

ナンバリング

2304

さおり

科⽬担当者
授業の概要
本授業では、スペイン語を学ぶ⽬的を「スペイン語でコミュニケーションができるようになること」と位置づける。こ
の授業は「はやくスペイン語で話せるようになりたい」「スペイン語圏のことをもっと知りたい」という学習者のため
に科⽬「スペイン語初級 II」と合わせて履修するよう構成されている。授業では、⾝近な⽇常のテーマを扱い、特に話
す⼒、聞く⼒、やりとりする⼒を養う。スペイン語圏の社会・⽂化的な内容を知るとともに、参加型のアクティビティ
ーを数多く⾏う中で⾃然なやりとりができることを⽬指す。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
受講⽣は以下の事柄ができるようになる。
⼈、場所、ものについて何の話をしているのかを理解すること
⼈、場所、もの、状態を描写すること
⼈、もの、場所、状況、⾏為を⽐較すること
⾃分のことをスペイン語で説明できること（例: スペイン語を学習する理由など）
習慣や今していることを⾔えること
⾝近な話題で簡単な⽇常会話ができるようになるため、「話す⼒」「聞く⼒」「やりとりする⼒」を向上させること、
また、スペイン語圏について知ることで社会⽂化的能⼒を⾼めることを特に重視する。
また、この科⽬後半ではスペイン語検定試験DELE(A1レベル)について紹介し、試験の⽅法に慣れていく。この科⽬受講
後は、１⼈で試験の準備ができるようになる。
成績評価⽅法
課題提出・発表・授業参加度（70％） 、会話試験３回（30%）を総合的に評価する。なお、3分の2以上の出席を評価の
前提条件とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
チャレンジクラス初級I を受講していなくても、この科⽬を履修することは可能です。
新しい⾔語を学ぶにあたり、その⾔語を継続的に学べるような習慣を⾝につけなくてはなりません。あきらめることな
く勉強することはもちろん、⽬標を定め、それに向かって努⼒し続けることも重要です。⽬標が難しすぎたり時間がか
かりすぎたりする場合には逆効果になることもあります。必ず到達できる、⼿の届く⽬標をいくつか掲げるのが⼀番で
す。例えば、毎⽇20~30分スペイン語の学習に取り組む、などです。１⼈で学習をしている時に⽣じた疑問は、是⾮授業
で質問してください。そうすれば、クラスメイト全員もそれについて学ぶことができます。⽇本に住んでいる場合、⽇
常⽣活でスペイン語を話す機会は少なくなることが多いでしょう。教室の中・外で意識的にスペイン語で会話をしてく
ださい。特に授業中には、学んだスペイン語表現を積極的に使って教員やクラスメイトと話してください。
受講⽣の興味によって、授業内容が変更になることがあります。
テキスト・参考書
テキスト︓授業時に指⽰する （授業のために教員が準備したもの）
Proporcionado por el profesor (Material propio y diversas fuentes)
辞書︓ ⻄和辞典を必ず持参すること。電⼦辞書も可。

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0190001
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オフィスアワー
メールで事前にアポイントをとること。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
G. Classroom・E-mail・授業にて返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容
オリエンテーション
会話モデル6
Patrón de conversación 6
Pedir indicaciones en la calle

1

担当教員

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

GUSTAR動詞 Verbo GUSTAR
NEEM 1 p. 58
会話モデル6
Patrón de conversación 6

2

担当教員

https://videoele.com/A1-Las-cosas【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
que-meく。（90分）
gustan.html
【復習】授業内容を復習する。（90分）
Actividad para hablar, patrón de co
nversación PREFERIR (ppt)

会話試験6

3

担当教員

会話モデル7
Patrón de conversación 7
Pedir en una tienda
命令法 IMPERATIVO

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

NEEM p. 60 1,2,3 y 5.

会話モデル7
Patrón de conversación 7
NEEM p. 60. 6
4

担当教員

Actividad consejos

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

https://www.videoele.com/A2-Mens
ajespublicos.html (imperativo)
5

担当教員

会話試験7
会話モデル8
Patrón de conversación 8
Ir al médico

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

ESTAR + GERUNDIO explicación
NEEM 1 p. 78.
https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0190001
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y práctica oral
会話モデル8

6

担当教員

https://www.videoele.com/A2-Pron 【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
ombres-atonos1.html
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
DUAL estar + gerundio 66.a.b.
会話試験8
会話モデル9
Patrón de conversación 9
En el aeropuerto

7

担当教員

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
く。（90分）
DUAL estar + gerundio 66.a.b. CO
【復習】授業内容を復習する。（90分）
RREGIR

https://videoele.com/A2-Estar-geru
ndio-irregular.html
会話モデル9

8

担当教員

(点過去の紹介)
(Presentación del pretérito indefini
do)
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
く。（90分）
NEEM
【復習】授業内容を復習する。（90分）
https://www.videoele.com/A2-No-e
stalejos.html (indefinido)
会話試験9

Continuación indefinido

9

担当教員

NEEM p. 88 4.
p. 89, 7

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

https://www.videoele.com/A2-No-e
stalejos.html (indefinido)
Presentación del Examen DELE
10

担当教員
DELE A1 sesión 1 (lectura)

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

11

担当教員

DELE A1 sesión 2 (audición)

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

12

担当教員

DELE A1 sesión 3 (escritura)

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

13

担当教員

DELE A1 sesión 4 (oral)

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0190001
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担当教員

担当教員

DELE A1 試験のシミュレーション 【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
(成績には⼊らない)
く。（90分）
SIMULACRO EXAMEN DELE A1 【復習】授業内容を復習する。（90分）
(no cuenta para nota)
復習のためのアクティビティー
ACTIVIDAD ESPECIAL DE REPA 【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお
SO o CONTENIDO INTERCULTU く。（90分）
RAL
【復習】授業内容を復習する。（90分）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0190001
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授業科⽬名

スペイン語中級I

授業形態

演習

英語科⽬名

Intermediate Spanish Level I

開講学期

前期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

⼩橋

ナンバリング

2305

さおり

科⽬担当者
授業の概要
初級I, IIに後続する授業である。「スペイン語でコミュニケーションができるようになること」を本授業の⽬的とし、そ
のために必要な能⼒(⾔語能⼒、社会⾔語能⼒、⾔語運⽤能⼒)・技能(CEFRの5技能︓話す、聞く、読む、書く、やりと
りをする）の向上を⽬指す。CEFRにおけるA1＋からA2レベルの5技能をバランスよく養うとともに、スペイン語圏の社
会や⽂化についての理解を深める。評価には、CEFR のCan Do リストも⽤いる。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
初級の学習を踏まえてスペイン語やスペイン語圏の基本的な⾔語的・社会的・⽂化的知識を深め、⽇常的な場⾯でスペ
イン語で簡単で適切な情報交換ができるようになることを⽬標とする。具体的には、以下に詳述する技能・知識を習得
することを⽬指す。
１．過去と現在の状況の⽐較や⼦供時代について尋ねたり述べたりできる。
２．学校や家庭など⽇常⽣活の⾝近な話題について、標準的な話し⽅であれば要点を理解することができる。
３．過去の時制を⽤いて簡単で筋の通った⽂章（物語など）を作成し、正しい発⾳で朗読することができる。
４．スペイン語が話されている国・地域の歴史・社会・⽂化的知識や価値観を学び、⾃⼰の⽂化・社会と対照して説明
することができる。
また、⾃分に合った学習スタイルを模索し、⾃律的に学習できるようになるとも本授業の⽬標である。
成績評価⽅法
予習・復習・課題提出（20%）、授業参加度（35％）、⾔語学習センターでの⾃習（5%）、試験（⽂法、語彙、作⽂、
聴解、会話、スペイン語圏の⼀般的知識）（30％）、発表（10%）を総合的に評価する。なお、3分の2以上の出席を評
価の前提条件とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
1年次にスペイン語初級Ⅰ・Ⅱを受講していることが条件。毎回の授業に辞書を持参すること。
グループワークやペアワークなどに積極的に参加し、能動的な学習を進めることを期待する。授業時間外の予習・復習
は不可⽋。
カウンセリングの時間は、学習⽅法の相談の他に、DELE対策や会話・発⾳の練習などのためにも使うことができる。
テキスト・参考書
テキスト︓

スペイン語教材研究会（2013）『Entre amigos 1 改訂版』 朝⽇出版社.
スペイン語教材研究会（2013）『Entre amigos 2 改訂版』朝⽇出版社.
辞書︓ ⻄和辞典を必ず持参すること。電⼦辞書も可。
参考書︓ 適宜授業内で指⽰する。
オフィスアワー
メールで事前にアポイントをとること。

課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法

G. Classroom・E-mail・授業にて返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数
1

担当
担当教員

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

Orientación オリエンテーション 【予習】教科書「Entre amigos 2 改訂版」を⼊⼿しておく
こと。Tomo I (=Entre amigos 1) 9課の知らない単語を調べ

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0200001
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Unidad 9 ¿Vamos de compras?
ておくこと。特に、p. 68 3 の単語の意味は必ず調べておく
1- p. 68, 3 DAR, TRAER y DECIR こと。（90分）
(Explicación) (Deberes: p. 69 3 d)
【復習】授業の内容を復習し宿題をする。（90分）
Deberes（宿題）:
p. 69, ej. 3(d)
Deberes（宿題）: p. 69, ej. 3 (d)

2

3

4

担当教員

担当教員

担当教員

Unidad 9 ¿Vamos de compras?
1- Canción “Yo contigo, tú conmig
o”
2- 宿題答え合わせ Corregir los de
beres: p. 69 3 d (Verbos DAR, TRA 【予習】p. 68 1 (a)の単語の意味を調べ、練習問題を解いて
ER y DECIR)
おく。p. 68 2の単語の意味を調べておく。(90分)
3- p. 68, 1. 前置詞格⼈称代名詞（L
os pronombres con preposición) Ej. 【復習】授業の内容を復習する。(90分)
a
4- p. 68, 2 間接⽬的格⼈称代名詞
(Los pronombres de objeto indirect
o) Ej. b y c
Unidad 9 ¿Vamos de compras?
1- Canción: “Yo contigo, tú conmig
o”
2-Trabalenguas ①
【予習】p. 69の単語の意味を調べ練習問題(e,f,g)を解いて
3- p. 69, 4. ⽐較表現I. La comparac
おく。(90分)
ión del adjetivo Ej. (e)
4- p. 69, 5. 不規則な⽐較級を持つ
【復習】授業の内容を復習する。(90分)
形容詞 Comparativos irregulares E
j.f
5- p. 69, 6. 最上級El superlativo Ej.
g
Unidad 9 ¿Vamos de compras?
1- Canción “Me gustas tú”
2- p. 70 1A Ropa, accesorios y co
mplementos
【予習】p. 70 1A, 2, 3A, p. 71 4A y B, p. 73 3Aの単語の意
3- p. 70 2 Ej. Adjetivos calificativos 味を調べて練習問題を解いておく。 (90分)
4- p. 70 3A Los colores
5- p. 71 4A La ropa y los colores 【復習】授業で学んだ表現や語彙を復習する。(90分)
6- p. 73 3A y B Un diálogo en una
tienda de ropa
Deberes（宿題）: 試験勉強 Estudi
ar para el examen

5

担当教員

Unidad 10 ¿Vamos de compras?
1- Canción “Me gustas tú”
【予習】pp. 76-77 1 a, b, c, d の単語の意味を調べておく。
2- p. 76 Gustar, Ej. 1 a, b, c y d
(90分)
3- p. 76 Encantar, interesar, parece
r, importar Ej. 2 d
【復習】授業で学んだ表現や語彙を復習する。(90分)
Deberes（宿題）: p. 75 OBSERVA Ej. 1A y B
Deberes（宿題）:
p. 75 OBSERVA Ej. 1A y B

6

担当教員

7

担当教員

Unidad 10 ¿Vamos de compras?
1- Canción “Me gustas tú”
2- 宿題答え合わせ Corregir los de
【予習】pp. 78-79 の単語の意味を調べておく。 (90分)
beres: p. 75 OBSERVA Ej. 1A y B
(動詞GUSTAR)
【復習】授業で学んだ表現や語彙を復習する。(90分)
3- p. 78 1 A y B (Actividades de tie
mpo libre 余暇活動)
4- pp. 78-79 2 A B y C
5- p. 79 3 A y B
Unidad 10 ¿Vamos de compras?

【予習】pp. 80-81 の単語の意味を調べておく。 (90分)

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0200001
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1- Canción “Me gustas tú”
2-Trabalenguas ②
3- pp. 80-81 1, 2, 3, 4 y 5
(Si da tiempo, p. 81 6 también).

8

担当教員

→Examen de las Unidades 9 y 10
（筆記・聴解試験）
Unidad 11 ¡Qué cansada estoy!
1- Vídeo: NEEM Unidad 10 Me enc
uentro fatal
https://www.youtube.com/watch?v=
0uHSg3sltOs&list=PLdzqcdsXmqB
8k_tf6HgYYVbycksMN7YWg&inde
x=10
2- p. 84 1 (a) (Verbo DOLER)
3- p. 84 2 (ESTAR II)
4- p. 84 3 (SER + adjetivo, ESTAR
+ adjetivo) Ej. 3 b

【復習】授業で学んだ表現や語彙を復習する。筆記・聴解
試験の準備をする。(90分)

【予習】pp. 83-84 の単語の意味を調べておく。 (90分)
【復習】授業で学んだ表現や語彙を復習し、宿題をする。
(90分)
Deberes（宿題）: p. 83 OBSERVA Ej. 1A y B

Deberes（宿題）:
p. 83 OBSERVA Ej. 1A y B

9

担当教員

10

担当教員

11

担当教員

Unidad 11 ¡Qué cansada estoy!
1- Vídeo: NEEM Unidad 10 Me enc
uentro fatal
https://www.youtube.com/watch?v=
0uHSg3sltOs&list=PLdzqcdsXmqB
8k_tf6HgYYVbycksMN7YWg&inde 【予習】pp. 85-87 の単語の意味を調べ、練習問題を解いて
x=10
おく。 (90分)
2- 宿題答え合わせ Corregir los de
beres: p. 83 OBSERVA Ej. 1A y B 【復習】授業で学んだ表現や語彙を復習する。(90分)
3- p. 85 4 Frases exclamativas
4- p. 86 1, 2 A y B Las partes del c
uerpo ⾝体の部分の名称
5- p. 86 3A Estados 状態
6- p. 87 4A Estado físico y emoci
onal 体調・感情表現
Unidad 11 ¡Qué cansada estoy!
1- Vídeo: NEEM Unidad 10 Me enc
uentro fatal
https://www.youtube.com/watch?v=
0uHSg3sltOs&list=PLdzqcdsXmqB
8k_tf6HgYYVbycksMN7YWg&inde
【予習】pp. 85-86 の単語の意味を調べておく。 (90分)
x=10
2- p. 85 5 TENER QUE + infinitivo
【復習】授業で学んだ表現や語彙を復習する。(90分)
3- p. 85 6 Pronombres y adjetivos i
ndefinidos
4- pp. 88-89 2A, B y C Estado físic
o 体調
5- p. 89 Ej. 3 y 4 Estado físico 体
調
Unidad 12 Mis últimas vacaciones 【予習】pp. 92-93 の単語の意味を調べておく。（90分）
1-「ビデオ」Vídeo: NEEM Unidad 【復習】授業内容を復習すること（90分）
1 Vacaciones
https://www.youtube.com/watch?v= Deberes（宿題）: p. 92, ej. 2 a y p. 93, ej. 3 b
-raTnfFhlnw&list=PLdzqcdsXmqB8
QDiGM09bZCHVjOASOcq6N
2- pp. 92-93 1 2 y 3 Explicar el pret
érito indicativo
(Los ejercicios son los deberes.)
3-Trabalenguas ③

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0200001
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4- p. 91 OBSERVA Ej. 1A y B
Deberes（宿題）:
p. 92, ej. 2 a y p. 93, ej. 3 b (Pretéri
to Indefinido 直説法点過去)
【Libro de texto Tomo I】Unidad 1
2
Mis últimas vacaciones

12

担当教員

1-「ビデオ」Vídeo: NEEM Unidad
1 Vacaciones
https://www.youtube.com/watch?v=
-raTnfFhlnw&list=PLdzqcdsXmqB8
QDiGM09bZCHVjOASOcq6N
2- 宿題答え合わせ Corregir los de
beres: p. 92, ej. 2 a y p. 93, ej. 3 b
(pretérito indefinido 直説法点過去)
3- Dual ficha 69, Alumno A y Alum
no B (práctica oral del pretérito ind
efinido 点過去の会話練習)

【予習】授業で扱うページの単語の意味・表現の意味を辞
書で調べておく。教科書「Entre amigos 2 改訂版」を⼊⼿
しておく。Tomo I (=Entre amigos 1) 12課終了後はTomo II
(=Entre amigos 2) 1課を学習する。（90分）
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
Deberes（宿題）: OBSERVA, p. 91, ej. 1 A, B y C

Deberes （宿題）: OBSERVA, p. 9
1, ej. 1 A, B y C
【Libro de texto Tomo I】Unidad 1
2 Mis últimas vacaciones

13

担当教員

1-「歌」Canción: https://www.vide
oele.com/CancionEle/un-velero-per
ales.html
2- 宿題答え合わせ Corregir los deb
eres: OBSERVA, p. 91, ej. 1 A, B y
C
3- p. 94, ej. 3 A （時間を表す副詞
表現 Marcadores de tiempo)
4- p. 95, ej. 3 B y C

【予習】授業で扱うページの単語・表現の意味を辞書で調
べておくこと。(90分）
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
Deberes （宿題）︓Biografía de Luis Buñuel, p. 94, ej. 2. A
yB

Deberes （宿題）: Biografía de Lui
s Buñuel, p. 94, ej. 2. A y B
【Libro de texto Tomo I】Unidad 1
2 Mis últimas vacaciones

14

担当教員

1- 「ビデオ」Vídeo: NEEM
Unidad 1 Vacaciones
https://www.youtube.com/watch?v=
-raTnfFhlnw&list=PLdzqcdsXmqB8
QDiGM09bZCHVjOASOcq6N
2-Trabalenguas ④
3- 宿題答え合わせ Corregir los deb
eres: Luis Buñuel, p. 94, ej. 2 A y B
4- p. 96, ej. 1; p. 97, ej. 4 A y B

【予習】授業で扱うページの単語・表現の意味を辞書で調
べておくこと。（90分）
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
Deberes（宿題）︓試験勉強 Estudiar para el examen
※教科書「Entre amigos 2 改訂版」を⼊⼿しておくこと。
次の授業ではTomo II (=Entre amigos 2) 1課を学習します。

Deberes（宿題）: 試験勉強 Estudi
ar para el examen
15

担当教員

→Examen de las Unidades 11 y 12 ※教科書「Entre amigos 2 改訂版」を授業に持参するこ
（筆記・聴解試験）
と。
【Libro de texto Tomo II】Unidad 1 【予習】「Entre amigos 2」1課、授業で扱うページの単
Llevo un año estudiando español. 語・表現の意味を辞書で調べておくこと。（90分）
1- 「歌」Canción: https://www.vide
oele.com/CancionEle/un-velero-per 【復習】授業内容を復習すること。（90分）
ales.html
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2- p. 4, ej. 1 a, b, c y d (復習:直説 Deberes（宿題）: p. 7, ej. 3 A y B （⽣活習慣）
法現在)
3- p. 6, ej. 1 A, B y C（学⽣⽣活）
Deberes（宿題）: p. 7, ej. 3 A y B
（⽣活習慣）

16

ゲスト講師

スペイン語圏の歴史や⽂化を専⾨
とするゲスト講師を招聘
Taller de un especialista sobre la c
ultura hispanohablante

【予習】招聘ゲストの専⾨とする分野について⾃分なりに
調べてみる。(90分)
【復習】授業の感想レポートを書く。詳しくは授業で説明
する。 (90分)

【Libro de texto Tomo II】Unidad 1
Llevo un año estudiando español

17

担当教員

1- 宿題答え合わせ Corregir los deb
eres
p. 7, ej. 3 A y B（⽣活習慣）
2- p. 8, ej.1 A y B (preguntas básic
as, repaso del presente. 直説法現
在形の復習)
3- 「ビデオ」Vídeo de SGEL (U.7)
“Un chico simpático”.
https://www.youtube.com/watch?v=
8Zs8cFSs6Wk
4- p. 5, ej. 3 f (Presente continuo
現在進⾏形)

【予習】「Entre amigos 2 改訂版」1課の授業で扱うペー
ジの単語・表現の意味を辞書で調べておくこと。（90分）
【復習】授業内容を復習すること。（90分）

課題提出 Deberes para entregar: Ver vídeo de “Un chico si
mpático” y hacer ejercicios de G. Classroom
https://www.youtube.com/watch?v=8Zs8cFSs6Wk
課題提出 Deberes para entregar: V 「Un chico simpático」の動画をみて、G.Classroomにある
er vídeo de “Un chico simpático” y 練習問題を解いて提出すること。
hacer los ejercicios de G.Classroo
m sobre el vídeo https://www.yout
ube.com/watch?v=8Zs8cFSs6Wk
「Un chico simpático」の動画をみ
て、G.Classroomにある練習問題
を解いて提出すること。
https://www.youtube.com/watch?v=
8Zs8cFSs6Wk
【Libro de texto Tomo II】Unidad 1
Llevo un año estudiando español

18

担当教員

19

担当教員

1- 「歌」Canción: Un velero llama
do Libertad https://www.videoele.c
【予習】授業で扱うページの単語・表現の意味を辞書で調
om/CancionEle/un-velero-perales.h
べておくこと。（90分）
tml
2- p. 8, ej. 2 (práctica del gerundio
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
en parejas 現在進⾏形の練習)
3- p. 5, ej. 4 g (otros usos del geru
ndio 現在分詞のその他の⽤法)
4- p. 9 Actividad 3, A, B y C (prácti
ca oral 会話練習)
【Libro de texto Tomo II】Unidad 1 【予習】授業で扱うページの単語・表現の意味を辞書で調
Llevo un año estudiando español べておくこと。（90分）
1- 「ビデオ」Vídeo de SGEL (U.7) 【復習】授業内容を復習すること。（90分）
“Un chico simpático”.
https://www.youtube.com/watch?v= Deberes（宿題）: p. 3 OBSERVA ej. 1 A, B
8Zs8cFSs6Wk
2-Trabalenguas ⑤
3- p. 9, ej. 4 A y B (“¿Qué cosas ha
ces a la vez?” ⾃分が同時に⾏うこ
と)

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0200001
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4- Kahoot (refuerzo de presente de
indicativo y presente continuo 現
在形と現在進⾏形の練習)
Deberes（宿題）: p. 3 OBSERVA
ej. 1 A, B
【Libro de texto Tomo II】Unidad 2
¿Dónde naciste?

20

担当教員

1- 「歌」Canción: "Se fue" de Laur
a Pausini con Marc Anthony
https://www.youtube.com/watch?v=
A1aZ639hcVw
2- 宿題答え合わせ Corregir los deb
eres
OBSERVA, p. 3, ej. 1 A, B y C
3- p.12, ej. 1 a, b, c y d (Pretérito in
definido 直説法点過去)
4- p. 16, ej.1 (práctica oral 会話練
習)

【予習】授業で扱うページの単語・表現の意味を辞書で調
べておくこと。（90分）
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
Deberes（宿題）︓p. 14, 過去を表す副詞句の意味を調べ、
練習問題をすること。

Deberes（宿題）p. 14, 過去を表す
副詞句の意味を調べ、 1の練習問
題をすること。
【Libro de texto Tomo II】Unidad 2
¿Dónde naciste?

21

担当教員

1- 「ビデオ」Vídeo: ¿Qué hiciste
ayer?
https://www.youtube.com/watch?v=
JJPIRRwvENo
2- 宿題答え合わせ Corregir los de
beres p. 14, 過去を表す副詞句の意
味を調べ、１の練習問題をするこ
と。
3- p. 14, ej. 2 A y B y p. 15, ej. C
4- Kahoot (para reforzar el pretérito
indefinido) 点過去の練習

【予習】授業で扱うページの単語・表現の意味を辞書で調
べておくこと。（90分）
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
Deberes: OBSERVA, p. 11, ej. 1 A, B y C

Deberes（宿題）: OBSERVA, p. 1
1, ej. 1 A, B y C
22

担当教員

【Libro de texto Tomo II】Unidad 2 【予習】授業で扱うページの単語・表現の意味を辞書で調
¿Dónde naciste?
べておくこと。（90分）
1- 「歌」Canción: "Se fue" de Laur
a Pausini con Marc Anthony
https://www.youtube.com/watch?v=
A1aZ639hcVw
2-Trabalenguas ⑥
3- 宿題答え合わせ Corregir los deb
eres
OBSERVA, p. 11, ej.1 A, B y C
4- p. 17, ej. 3 (o ficha del profesor)

【復習】授業内容を復習すること。（90分）
Deberes（宿題）: p. 13, ej. 2. 関係代名詞 que

課題提出 Deberes para entregar: Ver vídeo de “¿Qué hicist
e ayer” y hacer los ejercicios de G.Classroom sobre el víde
o https://www.youtube.com/watch?v=JJPIRRwvENo
「¿Qué hiciste ayer?」の動画をみて、G.Classroomにある
練習問題を解いて提出すること。
Deberes（宿題）: 関係代名詞 que https://www.youtube.com/watch?v=JJPIRRwvENo
p. 13, ej. 2. g y h
課題提出 Deberes para entregar: V
er vídeo de “¿Qué hiciste ayer” y h
acer los ejercicios de G.Classroom
sobre el vídeo https://www.youtub
e.com/watch?v=JJPIRRwvENo
https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0200001
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「¿Qué hiciste ayer?」の動画をみ
て、G.Classroomにある練習問題
を解いて提出すること。
https://www.youtube.com/watch?v=
JJPIRRwvENo

23

ゲスト講師

スペイン語圏の歴史や⽂化を専⾨
とするゲスト講師を招聘
Taller de un especialista sobre la c
ultura hispanohablante

【予習】招聘ゲストの専⾨とする分野について⾃分なりに
調べてみる。(90分)
【復習】授業の感想レポートを書く。詳しくは授業で説明
する。 (90分)

【Libro de texto Tomo II】Unidad 2
¿Dónde naciste?

24

担当教員

1- 物語の発⾳練習: Práctica de pro
nunciación de “Cuento corto. La le
yenda de las gatas Carey”.
2- 宿題答え合わせ Corregir los deb
eres 関係代名詞 que
p. 13, ej. 2. g y h
3- p. 15, ej. 3A y B
【予習】授業で扱うページの語彙・表現の意味を辞書で調
4- Presentación de Power Point + べておくこと。（90分）
actividad de adivinanzas usando el
relativo “que”:
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
Es una persona que…
Es un animal que…
Es un objeto que…

Deberes（宿題）: 直接法線過去︓活⽤と⽤法 例⽂と練習
問題の単語の意味を調べ、p.20, ej. 2 b y p.21, ej.3 c の練習
問題を解いておく。

5- Kahoot (para reforzar el relativo
“que”) 関係詞練習
Deberes（宿題）: 直接法線過去︓
活⽤と⽤法 例⽂と練習問題の単
語の意味を調べ、p. 20, ej. 2 b y p.
21, ej.3 c の練習問題を解いてお
く。
【Libro de texto Tomo II】Unidad 3
¿Y cómo era?

25

担当教員

1- 「歌」Canción: “Que te quería”
de La quinta estación.
Vídeo sin letra: https://www.youtub
e.com/watch?v=JPdm1AskDfc
Vídeo con letra: https://www.youtub
e.com/watch?v=E9j04VTWMN4
2- 物語の発⾳練習: Práctica de pro
nunciación de “Cuento corto. La le
yenda de las gatas Carey”.
3- 宿題答え合わせ Corregir los deb
eres: p.20, ej. 2 b y p.21, ej.3c

【予習】授業で扱うページの単語・表現の意味を辞書で調
べておくこと。（90分）
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
Deberes（宿題）︓ Aprender el vocabulario y la conjugació
n y estudiar para el examen. 試験勉強

4- p. 21, ej. d y e
5- Si sobra tiempo: Kahoot de refu
erzo del pretérito imperfecto.
Deberes（宿題） Aprender el voca
bulario y la conjugación y estudiar
para el examen. 試験勉強
26

担当教員

→Examen de las Unidades 1 y 2
（筆記・聴解試験）

【予習】発表準備

（90分）
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【Presentación】発表準備 ①

【復習】発表準備

（90分）

Preparativos de la presentación ①
“Vamos a crear y contar un cuento”
物語を創作し朗読しよう
1- Dividir grupos y practicar con el
cuento de ejemplo: La leyenda de
Sant Jordi.
グループに分かれ、例として挙げ
られた物語: La leyenda de Sant Jo
rdiを練習する。
【Presentación】発表準備②
Preparativos de la presentación②
“Vamos a crear y contar un cuento”
【予習】発表準備
物語を創作し朗読しよう
27

担当教員

1- Nuestro propio cuento. Decidir p
ersonajes, escena, historia y empe
zar a escribir. ⾃分で物語を作る。
登場⼈物、設定、内容を決め、原
稿を書き始める。

【復習】発表準備

（90分）
（90分）

【Presentación】発表準備③

28

担当教員

Preparativos de la presentación③
【予習】発表準備 （90分）
“Vamos a crear y contar un cuento”
物語を創作し朗読しよう
【復習】発表準備 （90分）
1- Continuar escribiendo el texto d
el cuento. 引き続き、物語の原稿を
書く。
【Presentación】発表準備④
Preparativos de la presentación④

29

担当教員

30

担当教員

1- Continuar y acabar el texto del c
uento propio. El profesor corregirá l
os errores. 物語を書き上げ、提出
する。教員に添削してもらう。
【予習】発表準備 （90分）
2- Crear las ilustraciones / viñetas
del cuento 物語のイラスト/コマを 【復習】発表準備 （90分）
描く。
3- Ensayar el texto del cuento: pro
nunciación, entonación, fluidez, et
c.
朗読リハーサル。発⾳、イントネ
ーション、流暢さに気を付けて練
習する。
【Presentación】発表
【予習】発表準備。前期の学習の⽅法を振り返っておく。
Presentación del cuento y feedbac ⾃律的学習の成果物を授業に持ってくる。 （90分）
k
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
Meta análisis del curso y del apren
dizaje.
夏休みの課題 (教員が指⽰する。)
Deberes de verano (el profesor los indicará)
1- Can Do 評価
2- ⾃律的学習の成果物を教員に提
⽰する。
Mostrar Self-study al profesor.
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夏休みの課題 (教員が指⽰する。)
Deberes de verano (el profesor los
indicará)
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2021/05/18(⽕)12:55
授業科⽬名

スペイン語チャレンジクラス中級I

授業形態

演習

英語科⽬名
対象学年

Enriched Spanish Intermediate Level Ⅰ

開講学期

前期

2

単位数

1

科⽬責任者

⼩橋

ナンバリング

2306

さおり

科⽬担当者
授業の概要
本授業では、「スペイン語でコミュニケーションができるようになること」を⽬的とし、受講⽣の⾔語技能、特に「聞
く⼒」「話す⼒」「やりとりする⼒」のさらなる向上を⽬指す。本科⽬は「スペイン語中級 I 」科⽬を補完・強化する
という位置付けにあり、「スペイン語中級 I 」と合わせて履修するよう設計されている。また、スペイン語圏の社会・
⽂化的側⾯にも焦点をあて、⾃⼰のものと対照しながら、より広い視野を養うことも本科⽬の⽬的である。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
この授業の⽬標は、CEFRの5技能 (「読む⼒」、「書く⼒」、「聞く⼒」、「話す⼒」、「やりとりをする⼒」) のう
ち、特に「聞く⼒」「話す⼒」「やりとりをする⼒」を向上させ、コミュニケーション能⼒を伸展させることである。
・習慣となっている⾏為や⾏っていることを尋ねたり述べたりできる。
・現在進⾏中の⾏為を尋ねたり述べたりできる。
・状況に合わせて適切な動詞を選択でき、過去の時制を使うことができる。
・短い物語を理解したり創作したりできる。
また、スペイン語圏の様々な⽂化や価値観を知り、社会⽂化的能⼒を向上させ、視野を広げることもこの授業の⽬標と
する。
成績評価⽅法
課題提出・発表・授業参加度（70％）、試験３回（30%）を総合的に評価する。なお、3分の2以上の出席を評価の前提
条件とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
1年次にスペイン語初級I, IIを受講し、2年次にスペイン語中級Iを履修していることが条件。毎回の授業に辞書を持参する
こと。間違うことは学びのプロセスであるので、授業では間違いを恐れずに積極的に発⾔してほしい。また、会話練習
や試験対策のために「学習カウンセリング」の時間を活⽤してほしい。授業時間外にも、スペイン語を使う時間が増え
るように⾃らで⼯夫することを期待する。
DELE試験の受験希望者が多い場合は、DELE試験対策も授業内で実施する場合がある。授業内容は学⽣の関⼼に基づい
て変更することがある。
テキスト・参考書
テキスト︓ 授業時に指⽰する。（授業のために教員が準備したもの）
Proporcionado por el profesor (Material propio y diversas fuentes)
辞書︓ ⻄和辞典を必ず持参すること。電⼦辞書も可。
オフィスアワー
メールで事前にアポイントをとること。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法

G. Classroom・E-mail・授業にて返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数
1

担当
担当教員

授業内容
オリエンテーション
１年⽣の授業内容`の復習
Repaso de los contenidos del prim
er año

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
【予習】どのようにスペイン語を学習するか計画を⽴てて
おく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
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映像教材
2

担当教員

会話練習
現在形
Práctica del presente

【予習】授業予定範囲の語彙・⽂法などを調べ指定された
練習問題をやっておく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

映像教材

3

担当教員

会話練習
「IR動詞 + 不定詞」
Práctica de “ir + infinitivo”
社会・⽂化的事象を知るためのア
クティビティー
Actividad sociocultural (La Feria de
Abril, El día del libro, etc.)
映像教材

4

担当教員

会話練習
現在進⾏形
Práctica del presente continuo
映像教材

5

担当教員

会話練習
現在進⾏形
Práctica del presente continuo

【予習】授業予定範囲の語彙・⽂法などを調べ練習問題を
やっておく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

【予習】授業予定範囲の語彙・⽂法などを調べ練習問題を
やっておく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

【予習】授業予定範囲の語彙・⽂法などを調べ練習問題を
やっておく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

語彙・聴解および会話試験①
映像教材
6

担当教員

会話練習
点過去・que関係詞
Práctica del pretérito indefinido y/o
el relativo “que”

【予習】試験の準備をしておく。授業予定範囲の語彙・⽂
法などを調べ練習問題をやっておく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

映像教材
会話練習
点過去
Práctica del pretérito indefinido
7

担当教員

社会・⽂化的事象を知るためのア
クティビティー
Actividad sociocultural (San Juan,
Alfombras de Serrín, Batalla del vin
o, etc.)
映像教材

8

担当教員

会話練習
線過去
Práctica del pretérito imperfecto
映像教材

9

担当教員

会話練習
線過去
Práctica del pretérito imperfecto

【予習】授業予定範囲の語彙・⽂法などを調べ練習問題を
やっておく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

【予習】授業予定範囲の語彙・⽂法などを調べ練習問題を
やっておく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
【予習】授業予定範囲の語彙・⽂法などを調べ練習問題を
やっておく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

語彙・聴解および会話試験②
10

担当教員

映像教材
物語①
Cuento 1

11

担当教員

映像教材
物語②

【予習】試験の準備をしておく。授業予定範囲の語彙・⽂
法などを調べ練習問題をやっておく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
【予習】授業予定範囲の語彙・⽂法などを調べ練習問題を
やっておく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
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Cuento 2
社会・⽂化的事象を知るためのア
クティビティー
Actividad sociocultural (San Fermí
n, Moros y Cristianos, La Tomatina,
etc.)
映像教材

12

担当教員

会話練習
【予習】授業予定範囲の語彙・⽂法などを調べ練習問題を
点過去・線過去・⾊々な副詞節
やっておく。（90分）
Práctica del pretérito imperfecto, pr
【復習】授業内容を復習する。（90分）
etérito indefinido y oraciones subor
dinadas adverbiales (Como, si, cua
ndo, en cuanto, aunque)
映像教材

13

担当教員

14

担当教員

15

担当教員

【予習】授業予定範囲の語彙・⽂法などを調べ練習問題を
会話練習
やっておく。（90分）
点過去・線過去
【復習】授業内容を復習する。（90分）
Práctica del pretérito imperfecto, pr
etérito indefinido
語彙・聴解および会話試験③
フィードバック
レポート課題
レポート提出を出席の代替とす
る。
（詳細は授業で説明する。）

【予習】試験の準備をしておく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

【予習】課題のテーマについて⾃分なりに調べてみる。（9
0分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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授業科⽬名

スペイン語中級II

授業形態

演習

英語科⽬名

Intermediate Spanish Level II

開講学期

後期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

⼩橋

ナンバリング

2307

さおり

科⽬担当者
授業の概要
初級I, II, 中級Iの授業に後続する授業である。「スペイン語でコミュニケーションができるようになること」を本授業の
⽬的とし、これまでの学習を踏まえて、より⾼いレベルでこの⽬的を達成するために必要な能⼒(⾔語能⼒、社会⾔語能
⼒、⾔語運⽤能⼒)・技能(CEFRの5技能︓話す、聞く、読む、書く、やりとりをする）の向上を⽬指す。⽂化や時事に
関する様々なテキストを読み進め、CEFRにおけるA2レベル5技能をバランスよく養うとともに、スペイン語圏の社会や
⽂化についての理解をさらに深める。評価には、CEFRのCan Do リストも⽤いる。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
これまでの学習を踏まえて、より適切な情報交換ができるようになり、⾝近な⽇常⽣活の出来事に対応できるコミュニ
ケーション能⼒を⾝に付けることを⽬標とする。具体的には、以下に詳述する技能・知識を習得することを⽬指す。
１．経験したことについて話すことができる。
２．婉曲な願望表現を理解し述べることができる。
３．過去、現在、未来の時制を理解し、状況に応じて適切な時制を選ぶことができる。
４．⾝近で⽇常的な範囲なら、⽂化や時事に関するテキストを読んで要点を理解することができる。
５．命令や指⽰を理解したり、伝えたりすることができる。
６．社会・⽂化的差異を踏まえて情報を集め、それについて客観的に説明することができる。また、それに関する⾃分
の意⾒を述べることができる。
また、⾃分に合った学習スタイルを模索し、⾃律的に学習できるようになることも本授業の⽬標である。
成績評価⽅法
予習・復習・課題提出（20%）、授業参加度（35％）、⾔語学習センターでの⾃習（5%）、試験（⽂法、語彙、作⽂、
聴解、会話、スペイン語圏の⼀般的知識）（30％）、発表（10%）を総合的に評価する。なお、3分の2以上の出席を評
価の前提条件とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
スペイン語中級Ⅰの単位を取得していることが条件となる。毎回の授業に辞書を持参すること。グループワークやペア
ワークなどに積極的に参加し、能動的な学習を進めることを期待する。授業時間外の予習・復習は不可⽋。
カウンセリングの時間は、学習⽅法の相談の他に、DELE対策や会話・発⾳の練習などのためにも利⽤可能。効果的な学
習を⽀援していく。
テキスト・参考書
テキスト︓ スペイン語教材研究会（2013）『Entre amigos 2 改訂版』朝⽇出版社．
辞書︓ ⻄和辞典を必ず持参すること。電⼦辞書も可。
参考書︓ 適宜授業内で指⽰する。
オフィスアワー
メールで事前にアポイントをとること。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法

G. Classroom・E-mail・授業にて返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0220001
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JUNTENDO PASSPORT

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

【Libro de texto Tomo II】Unidad 3
¿Y cómo era?

1

担当教員

1- Orientación オリエンテーショ
ン
2- Entregar los deberes de verano
夏休みの課題を提出する。
3- Repaso de la conjugación del pr
etérito imperfecto 直接法線過去の
復習
4- p. 23, 4 A, B y C (Antes y ahora)
5- Otras actividades (p. ej: Hacer fr
ases comparando “antes y ahora”:
Antes no teníamos móviles, ahora
no podemos vivir sin móvil.)

【予習】3課の語彙・表現の意味を辞書で調べておくこと。
（90分）
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
Deberes（宿題）p. 24, ej 1 y 2の単語の意味を調べるこ
と。

Deberes（宿題）p. 24, ej 1 y 2 の
単語の意味を調べること。

2

担当教員

【Libro de texto Tomo II】Unidad 3
¿Y cómo era?
1- 「ビデオ」Videoele, A2, Cuand
o era pequeña: https://www.youtu
be.com/watch?v=3pmwWsqYiIA
2- p. 24, ej. 1. Hablar de la época d
e Edo.
3- p. 24, ej. 2 ¿Cómo era la vida de
tu compañero a los 15 años? (o fic
ha del profesor)
4- Kahoot (Para reforzar el pretérito
imperfecto) 線過去の練習

【予習】3課の語彙・表現の意味を辞書で調べておくこと。
（90分）
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
Deberes（宿題）: 直接法点過去と線過去・いろいろな副詞
節 → p. 28の単語の意味を調べ、p. 28, ej. 1 a の練習問題を
解いておく。

Deberes（宿題）: 直接法点過去と
線過去・いろいろな副詞節 → p. 28
の単語の意味を調べ、p. 28, ej. 1 a
の練習問題を解いておく。
【Libro de texto Tomo II】Unidad 4
Aunque hacía frío, subimos a la mo
ntaña.
1-「歌」Canción: “Que te quería” d
e La quinta estación.
Vídeo sin letra: https://www.youtub
e.com/watch?v=JPdm1AskDfc
Vídeo con letra: https://www.youtub 【予習】4課の語彙・表現の意味を辞書で調べておくこと。
e.com/watch?v=E9j04VTWMN4
（90分）

3

担当教員

2- Trabalenguas ⑦

【復習】授業内容を復習すること。（90分）

3- 宿題答え合わせ Corregir los de Deberes（宿題）: p. 30, ej. 1 A, B, C y D
beres: p. 28, ej. 1 a
Viajes: actividades y objetos. 旅⾏: アクティビティと携⾏
4- p. 29, ej.2 b
品
5- Kahoot (Para reforzar las diferen
cias entre pretérito indefinido y pret
érito imperfecto)
Deberes（宿題）: p. 30, ej. 1 A, B,
CyD
Viajes: actividades y objetos. 旅⾏:
アクティビティと携⾏品

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0220001
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担当教員

【Libro de texto Tomo II】Unidad４ 【予習】4課の語彙・表現の意味を辞書で調べておくこと。
Aunque hacía frío, subimos a la mo （90分）
ntaña.
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
1-「歌」Canción: “Que te quería” d
e La quinta estación.
Deberes（宿題）:
Vídeo sin letra: https://www.youtub p.36の単語の意味を調べておく。
e.com/watch?v=JPdm1AskDfc
Estudiar para el examen. 試験勉強
Vídeo con letra: https://www.youtub
e.com/watch?v=E9j04VTWMN4
2- 宿題答え合わせ Corregir los deb
eres: p. 30, ej. 1 A, B, C y D
Viajes: actividades y objetos. 旅⾏:
アクティビティと携⾏品
4- p. 33, ej. 3 A y B (comprensión l
ectora y auditiva)
5- p. 33, ej. 4 A (práctica interacció
n oral) (si sobra tiempo)

Deberes（宿題）:
p.36の単語の意味を調べておく。
Estudiar para el examen. 試験勉強

5

担当教員

→Examen de las Unidades 3 y 4
（筆記・聴解試験）
Unidad 5 Ha sido una experiencia i
nolvidable.
1-「歌」Canción: “Una vez más”, d
e Morat.
https://www.letras.com/morat/una-v
ez-mas/
2- p. 36, ej. 1 a 過去分詞
3- p. 36, ej. 2 b y p.37, ej.3 c 直接
法現在完了形

【予習】試験の準備をしておく。Buscar las palabras de la
canción de “Una vez más”, de Morat y de la p. 36, ej, 1, 2 y
3
指定された(上記)語彙・表現の意味を辞書で調べておくこ
と。（90分）
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
【宿題Deberes】p. 35, OBSERVA, ej. 1 A y B

【宿題Deberes】p. 35, OBSERVA,
ej. 1 A y B
Unidad 5 Ha sido una experiencia i
nolvidable.

6

担当教員

1- 宿題答え合わせ Corregir los deb
eres: p. 35, OBSERVA, ej. 1 A y B
2-「ビデオ」Vídeo “¿Qué has hec
ho este verano?”
https://www.youtube.com/watch?v=
D89ku_SXF0s
3- p. 37, ej. 3 d 直接法現在完了形
4- p. 38, ej 1 余暇活動
5- Dual Ficha 67 a y b 直接法現在
完了形の会話練習 (si sobra tiempo)

【予習】Buscar las palabras de la p. 37 y la p. 38 指定され
た(上記)語彙・表現の意味を辞書で調べておくこと。（90
分）
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
【宿題Deberes】p. 39, ej. 3 y 4

【宿題Deberes】p. 39, ej. 3 y 4
7

担当教員

Unidad 5 Ha sido una experiencia i 【予習】①Repasar conjugación del pretérito perfecto.
nolvidable. Ejercicios orales.
②Buscar las palabras p. 40 y p. 41
①直接法現在完了の活⽤を復習しておく。
1-「歌」Canción: “Una vez más”, d ②の語彙・表現の意味を辞書で調べておくこと。（90分）
e Morat.
https://www.letras.com/morat/una-v 【復習】授業内容を復習すること。（90分）
ez-mas/
2- Trabalenguas ⑧
【宿題Deberes】p. 42, ej.1 y 2 “¿Sabías que…?” 単語の意
3- 宿題答え合わせ Corregir los deb

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0220001
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eres: p. 39, ej. 3 y 4
味を調べ、練習問題をすること。
4- p. 40, ej. 2 A y B (o materiales d
el profesor)
5- p. 41, ej .4 (si sobra tiempo)
【宿題Deberes】p. 42, ej. 1 y 2
“¿Sabías que…?” 単語の意味を調
べ、練習問題をすること。

8

担当教員

Unidad 5 Ha sido una experiencia i
nolvidable.
1-「ビデオ」Vídeo “¿Qué has hec
ho este verano?”
https://www.youtube.com/watch?v=
D89ku_SXF0s
2- 宿題答え合わせ Corregir los deb
eres: p. 42, ej. 1 y 2 “¿Sabías qu
e…?”
3- p. 38, ej. 2 A, B, y C 勧誘表現
4- Kahoot (Para reforzar pretérito p
erfecto y vocabulario de la lección
現在完了と学習した語彙の練習)

【予習】Buscar las palabras de la p. 38, ej. 2 A y B y p. 42
指定された(上記)語彙・表現の意味を辞書で調べておくこ
と。 （90分）
【復習】授業内容を復習すること。（90分）

【宿題Deberes】Ver vídeo de “¿Qué has hecho este veran
o?” y hacer los ejercicios sobre el vídeo de G.Classroom.
「¿Qué has hecho este verano?」の動画をみてG.Classroo
【宿題Deberes】Ver vídeo de “¿Q mにある練習問題を解く。
ué has hecho este verano?” y hace
r los ejercicios sobre el vídeo de G.
Classroom. 「¿Qué has hecho est
e verano?」の動画をみてG.Classr
oomにある練習問題を解く。
Unidad 5 Ha sido una experiencia i
nolvidable.

9

担当教員

1-「歌」Canción: “Una vez más”, d
e Morat.
https://www.letras.com/morat/una-v
ez-mas/
2- 有名⼈の⼈⽣と体験
Secuencia didáctica sobre persona
s famosas para trabajar y reforzar v
ocabulario y el pretérito perfecto (m
ateriales del profesor)

【予習】Repasar el pretérito perfecto 現在完了の活⽤を復
習すること。（90分）
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
【宿題Deberes】p. 44の単語の意味を調べておく。

【宿題Deberes】: p. 44の単語の意
味を調べておく。
Unidad 6 Todo irá sobre ruedas.
1-「歌」 “¿Dónde estarás?” de Go
nzalo Horna
【予習】Buscar las palabras: p. 44 未来形 ej. 1 (a) y 2 (a, b
https://tocandomadera.bandcamp.c y c), p. 46 1 Ej.の語彙・表現の意味を辞書で調べておくこ
om/track/d-nde-estar-s
と。（90分）
10

担当教員

11

担当教員

2- Futuro de indicativo（直説法未 【復習】授業内容を復習すること。（90分）
来形）: p. 44, ej. 1 (a) y 2 (b, c y d)
【宿題Deberes】p. 46, ej. 1 (「未来を表す副詞句」の意味
【宿題Deberes】p. 46, ej. 1 (「未 を調べる。カレンダーの練習問題をすること。
来を表す副詞句」の意味を調べ
る。カレンダーの練習問題をする
こと 。
【予習】Buscar las palabras: p. 48 ej. 1, 2 (A, B y C) の語
彙・表現の意味を辞書で調べておくこと。未来形の活⽤を
1-「歌」Canción “Un beso y una fl 覚えておくこと。（90分）
Unidad 6 Todo irá sobre ruedas.

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0220001
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or” de Nino Bravo
https://www.videoele.com/Cancion 【復習】授業内容を復習すること。（90分）
Ele/unbeso-unaflor.html
2- Trabalenguas ⑨
【宿題Deberes】 p. 49, ej. 3 A (単語の意味を調べる） y B
3- 宿題答え合わせ Corregir debere
s: p. 46, ej. 1 (「未来を表す副詞
句」の意味を調べる。カレンダー
の練習問題をすること。
4- p. 48, ej. 1 (o fotocopia del profe
sor) y ej. 2 (A, B y C) 未来形練習
【宿題Deberes】 p. 49, ej. 3 A (単
語の意味を調べる） y B
Unidad 6 Todo irá sobre ruedas.

12

担当教員

1- 「歌」 “¿Dónde estarás?” de Go
nzalo Horna
https://tocandomadera.bandcamp.c
om/track/d-nde-estar-s
2- 宿題答え合わせ Corregir los deb
eres: p. 49, ej. 3A y ej. 3 B ⻑⽂読
解
3- p. 49, ej. 3 C リスニング
4- Actividad especial: “Qué ocurrir
á” Ver el principio de una serie de v
ídeos y hacer suposiciones usando
el futuro de indicativo.動画の最初の
数秒を観て次に何が起こるか考
え、点過去を使い、推測する。
5- Kahoot (Para reforzar futuro de i
ndicativo y vocabulario 未来形と語
彙の練習)

【予習】Buscar las palabras: p. 49.
49ページの語彙・表現の意味を辞書で調べておくこと。
（90分）
【復習】授業内容を復習し、試験に備えること。（90分）
【宿題Deberes】Estudiar para el examen 試験勉強

【宿題Deberes】Estudiar para el e
xamen 試験勉強
→Examen de las Unidades 5 y 6
（筆記・聴解試験）
【予習】7課 の語彙・表現の意味を辞書で調べておくこ
Unidad 7 ¡Qué lío de tiempos!
と。具体的には、p. 52, ej. 1 (a)、p. 55, ej. 3 A y Bの語彙・
Pretérito pluscuamperfecto （過去
表現の意味を辞書で調べておくこと。過去完了形を覚えて
完了）
おく。（90分）
13

担当教員

14

担当教員

1- 直説法過去完了p. 52, ej.1 (a)
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
2- p. 55, ej. 3 A y B (o fotocopias d
el profesor)
【宿題Deberes】家具と調度品の語彙に関する練習問題を
解く。 p. 109, 2A y p. 54, ej. 2 A, B y C
【宿題Deberes】家具と調度品の語
彙 練習問題 p. 109, 2A y p. 54, ej.
2 A, B y C
【予習】7課 の語彙・表現の意味を辞書で調べておくこ
と。過去完了形を覚えておく。p. 53, ej.3 (d)関係詞Ⅱ、p. 5
5, ej. 2 D y E, p. 54, ej. 1 の語彙・表現の意味を辞書で調べ
1-「歌」Canción: “Un beso y una fl ておくこと。（90分）
or” de Nino Bravo
https://www.videoele.com/Cancion 【復習】授業内容を復習すること。（90分）
Ele/unbeso-unaflor.html
2- 宿題答え合わせ Corregir los deb 【宿題Deberes】p. 52, ver y traducir las frases del cuadro
eres: 家具と調度品の語彙練習
de tiempos verbales (hasta el pretérito pluscuamperfecto) y
3- p. 109, 2A y p. 54, ej. 2 A, B y C hacer p. 53, ej. 2 (c)
4- El relativo II: p. 53, ej. 3 (d)関係 52ページの「直説法の時制:まとめ」を読み、現在形から現
詞Ⅱ
在完了までの例⽂を訳し、53ページ 2C の練習問題を解い
5- p. 55, ej. 2 D y E 語彙強化練習
Unidad 7 ¡Qué lío de tiempos!
Pretérito pluscuamperfecto

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0220001
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6- Si sobra tiempo, p. 54, ej.1

ておく。

【宿題Deberes】p. 52, ver y traduc
ir las frases del cuadro de tiempos
verbales (hasta el pretérito pluscua
mperfecto) y hacer p. 53, ej. 2 (c)
52ページの「直説法の時制:まと
め」を読み、現在形から現在完了
までの例⽂を訳し、53ページ 2C
の練習問題を解いておく。

15

担当教員

Unidad 7 ¡Qué lío de tiempos!
Revisión de tiempos
1-「歌」Canción: “Madre Tierra”, d
【予習】7課 の語彙・表現の意味を辞書で調べておくこ
e Chayanne
と。具体的には、p. 56 の語彙・表現の意味を辞書で調べ、
https://videoele.com/CancionEle/m
今までに学習した様々な時制（現在形、現在完了形、未来
adre-tierra-chayane.html
形など）を復習しておく。（90分）
Estudiar el vocabulario de la p. 56 y repasar los tiempos ver
2- Trabalenguas ⑩
bales estudiados hasta ahora (presente, pretérito perfecto,
futuro, etc.)
3- 宿題答え合わせ Corregir debere
s: p. 52, ej. 2 y p. 53, ej. 2 (c) (no
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
hacer 2b)
4- p. 56, ej. 1 (o fotocopias del prof
【宿題Deberes】OBSERVA, p. 59, ej. 1 A, B, C y D
esor) (時制の練習)
【宿題Deberes】OBSERVA, p. 59,
ej. 1 A, B, C y D
Unidad 7 ¡Qué lío de tiempos!
Revisión de tiempos
1- Vídeo Diverso 3 “¡Desconecta!”
https://www.youtube.com/watch?v=
lnfMSm4akR4&index=5&list=PLdzq
cdsXmqB-B-bJ__7al40r8526xJ8CS

16

担当教員

17

担当教員

2- 答え合わせ OBSERVA, p. 59, ej. 【予習】p. 58の語彙を調べ、⽐較の表現を予習しておくこ
1 A, B y C y D
と。（90分）
3- p. 58, ej. 1, 2 y 3 (Ejercicio de le
ctura “El cuento del gallo y el hielo” 【復習】授業内容を復習すること。（90分）
物語読解, Hacer la actividad en el
Drive.)
4- Kahoot (para repasar los tiempo
s verbales [presente, indefinido, im
perfecto, perfecto, futuro, pluscuam
perfecto] y vocabulario これまで
学習した時制を練習・復習するた
めのKahoot)
Unidad 8 Sal y diviértete
Imperativo (afirmativo) 命令形（肯
定）
1-「歌」Canción: “Madre Tierra”, d
e Chayanne
https://videoele.com/CancionEle/m
adre-tierra-chayane.html

【予習】8課 の語彙・表現の意味を辞書で調べておくこ
と。p. 60の命令形の活⽤を覚えること。（90分）
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
【宿題Deberes】p. 110, ej. 1 A y p. 62, ej. 1 A, B y D
物

⾷べ

2- p.60, ej. 1 (a), ej. 2 (b)
3- Actividad práctica de imperativo
y verbos reflexivos. 再帰動詞と命
令形を練習するためのアクティビ
ティー / (por ejemplo, dar consejo
s) (materiales del profesor)

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0220001
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【宿題Deberes】p. 110, ej. 1 A y p.
62, ej. 1 A, B y D ⾷べ物
Unidad 8 Sal y diviértete
Imperativo (afirmativo) 肯定命令

18

担当教員

1- Vídeo Diverso 3 “¡Desconecta!”
https://www.youtube.com/watch?v=
lnfMSm4akR4&index=5&list=PLdzq
cdsXmqB-B-bJ__7al40r8526xJ8CS
2- Trabalenguas ⑪
3- 答え合わせ: p. 110, ej. 1 A y p. 6
2, ej. 1 A, B y D ⾷べ物
4- p. 63, ej. 3 A y B 体の動き

【予習】8課 の語彙・表現の意味を辞書で調べておくこ
と。具体的には、p. 63 3A y B の語彙・表現の意味を調べ
ておくこと。（90分）
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
【宿題Deberes】 p. 45, ej. 4 f Condicional 直説法過去未来

【宿題Deberes】 p. 45, ej. 4 f Con
dicional 直説法過去未来
Unidad 8 Sal y diviértete
Ejercicios de imperativo (afirmativ
o)肯定命令練習
1-「歌」Canción: “Madre Tierra”, d
e Chayanne
https://videoele.com/CancionEle/m
adre-tierra-chayane.html

19

担当教員

20

担当教員

2- 宿題答え合わせ Corregir los deb
eres: p. 45, ej. 4 f Condicional 3直説法過去未来 I
p. 61, ej. 5 e Condicional (conjugac
ión y usos) 直説法過去未来 : ⽤法 I
I
4- p. 63, ej. 2 A y B (過去未来形使
った会話練習)
5- p.64, ej.2 A y B (si sobra tiempo)
6- Kahoot (Para reforzar Imperativ
o, Condicional y vocabulario de la l
ección)

【予習】p. 61 ej. 5 と ej. 2 B、p.63, ej. 2A y B、p. 64, ej. 2
A と Bの語彙を調べて練習問題を解いておくこと。（90
分）
【復習】授業内容を復習すること。（90分）

【宿題提出】
1- Ver vídeo de “¡Desconecta!” y hacer los ejercicios de G.C
lassroom. 「¡Desconecta!」の動画をみてG.Classroomにあ
る練習問題を解いて提出する。
https://www.youtube.com/watch?v=lnfMSm4akR4&index=5
【宿題提出】
&list=PLdzqcdsXmqB-B-bJ__7al40r8526xJ8CS
1- Ver vídeo de “¡Desconecta!” y ha 2- 試験勉強 Estudiar para el examen
cer los ejercicios de G.Classroom.
「¡Desconecta!」の動画をみてG.C
lassroomにある練習問題を解いて
提出する。
https://www.youtube.com/watch?v=
lnfMSm4akR4&index=5&list=PLdzq
cdsXmqB-B-bJ__7al40r8526xJ8CS
2- 試験勉強 Estudiar para el exame
n
→Examen de las Unidades 7 y 8
（筆記・聴解試験）
Unidad 9 Problemas y más proble
mas
Presente de subjuntivo接続法現在
形
1- Vídeo: NEEM 2 “Estoy muy nervi
osa” https://www.youtube.com/watc
h?v=V8I5acpQsQQ&list=PLdzqcds
XmqB8QDiGM09bZCHVjOASOcq6
N&index=7

【予習】p. 68の接続法現在形の活⽤を覚え、pp. 68-69の
「接続法の⽤法Ｉ: 名詞節」を読み、説明⽂にある表現や例
⽂を訳すこと。（90分）
Estudiar la conjugación de presente de subjuntivo y traducir
las frases de la p. 68 y p. 69: “Usos del subjuntivo I: en orac
iones sustantivas”.
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
【宿題Deberes】p. 69, ej. 2 b 接続法現在形

2- p. 68, ej. 1 a (no hacer p.69, 2
https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0220001
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b)
Materiales especiales presentación
del presente de subjuntivo.接続法
現在形を学習するためのアクティ
ビティー
3- p. 67 OBSERVA, ej. 1 A, B y C
(si sobra tiempo)
【宿題Deberes】p. 69, ej. 2 b 接続
法現在形
Unidad 9 Problemas y más proble
mas Imperativo (negativo)

21

担当教員

1- Canción: “A Dios le pido” de Jua
nes
Videoclip original (sin letra): https://
www.youtube.com/watch?v=kMIaY
XxLnUA
Vídeo solo con letra: https://www.vi
deoele.com/CancionEle/a-dios-pid
o.html
2- 宿題答え合わせ Corregir debere
s: p. 69, ej. 2 b 接続法現在形
3- p.70 3 意⾒ Opiniones
4- Kahoot (para reforzar el present
e de subjuntivo 接続法現在を練習
するためのKahoot)

【予習】9課 の語彙・表現の意味を辞書で調べておくこ
と。具体的には、p. 69 の語彙を調べ、接続法現在形の形を
復習すること。（90分）
Estudiar el vocabulario de las p. 69 y repasar conjugación
de presente de subjuntivo.
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
【宿題 Deberes】 p. 69 ej. 3c 肯定命令形II: usted / ustedes
y p. 69, ej. 4 d 否定命令形

【宿題 Deberes】 p. 69 ej. 3c 肯定
命令形II: usted / ustedes y p. 69, ej.
4 d 否定命令形

22

担当教員

Unidad 9 Problemas y más proble
mas Imperativo (negativo)
1- Canción: “A Dios le pido” de Jua
nes
Videoclip original (sin letra): https://
www.youtube.com/watch?v=kMIaY
XxLnUA
Vídeo solo con letra: https://www.vi
deoele.com/CancionEle/a-dios-pid
o.html
2- Trabalenguas ⑫
3- 宿題答え合わせ: p. 69 ej. 3c 肯
定命令形II: usted / ustedes y p. 69,
ej. 4 d 否定命令形
4- p. 70, ej. 2 命令
5- Kahoot (para reforzar el imperat
ivo 接直接法命令形を練習するた
めのKahoot) (Si sobra tiempo)

【予習】p. 70 ej. 2 「命令」と3．A y B 「意⾒」の練習問
題をやり、接続法現在形、否定命令形をすらすら⾔えるよ
うに練習しておくこと。（90分）
【復習】授業内容を復習すること。（90分）

【宿題Deberes】Actividad interactiva para presentar la Nav
idad, ej. 1 y 2 de las fotocopias. スペインのクリスマスにつ
いてインターネットで調べ、クリスマス特別教材の練習問
題 1 と 2を解く。

【宿題Deberes】Actividad interacti
va para presentar la Navidad, ej. 1
y 2 de las fotocopias. スペインのク
リスマスについてインターネット
で調べ、クリスマス特別教材の練
習問題 1 と 2を解く。
23

担当教員

Unidad 9 Problemas y más proble 【予習】クリスマスの教材の語彙を調べ練習問題をやって
mas
おくこと。接続法の活⽤を練習しておくこと。（90分）
Uso de presente de subjuntivo 接
続法現在形
【復習】授業内容を復習すること。（90分）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0220001
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1- Vídeo: NEEM 2 “Estoy muy nervi 【宿題Deberes】p. 71, ej. 4 A
osa” https://www.youtube.com/watc
h?v=V8I5acpQsQQ&list=PLdzqcds
XmqB8QDiGM09bZCHVjOASOcq6
N&index=7
2- 宿題答え合わせ Corregir debere
s
3- スペインのクリスマス Actividad
interactiva para presentar la Navida
d (materiales del profesor) (1 ª part
e)
【宿題Deberes】p. 71, ej. 4 A
Unidad 9 Problemas y más proble
mas

24

担当教員

25

担当教員

1- Canción: “A Dios le pido” de Jua
nes
Videoclip original (sin letra): https://
www.youtube.com/watch?v=kMIaY
XxLnUA
Vídeo solo con letra: https://www.vi
【予習】p. 71, ej.4 A の語彙の意味を辞書で調べ、練習問題
deoele.com/CancionEle/a-dios-pid
をしておくこと。（90分）
o.html
2- 宿題答え合わせ Corregir debere
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
s: p. 71, ej. 4 A
3- スペインのクリスマス Actividad
interactiva para presentar la Navida
d (materiales del profesor) (2ª part
e)
4- Escribir la carta a los Reyes Mag
os (ver enlace) y enviar por email a
l profesor:
http://cartareyes.conchar.com/
→Examen de la Unidad 9 （⽂法語 【予習】Repasar la conjugación y los usos del subjuntivo:
彙試験）
接続法現在形の活⽤を覚え、⽤法をを復習しておくこと。
p. 81 4 A, B, C の語彙・表現の意味を辞書で調べ練習問題
1- ファイナルプロジェクト
をやっておくこと。（90分）
Elaboración de una encuestaアン
ケート調査
【復習】アンケート調査の質問 (最低5問)を完成させるこ
[resumen del trabajo] Elaboración d と。（90分）
e encuesta sobre un tema a elegir,
usando todos los contenidos gram
aticales vistos en el curso. Al meno
s 10 ítems con opción múltiple. De
ben entrevistar a varios compañero
s de otras clases de español. Desp
ués de recoger los datos, preparar
PPT y presentar los resultados.
[プロジェクト概要] テーマを選び
今までに習った⽂法・語彙を使っ
て⾃作のアンケート質問票を作成
(最低5問)。スペイン語を履修する
学⽣にアンケートを実施し、その
結果を発表する。
プレゼンテーション準備①
Decidir las parejas, el tema y crear
la encuesta. ペアを組み、テーマを
決め、質問票(5問以上)を作成す

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0220001
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る。
1- Canción: "Resistiré" de El Dúo D
inámico
Con letra: https://www.videoele.co
m/CancionEle/resistire-duo-dinamic
o.html
Videoclip original: https://www.yout
ube.com/watch?v=K1rKj6XMt4Q
2- プレゼンテーション準備②
26

担当教員

【予習】アンケート調査の質問を読み、すらすら⾔えるよ
うに練習しておくこと。（90分）

Recolección e interpretación de los
resultados. Acabar de escribir las p 【復習】授業内容を復習すること。（90分）
reguntas
y preguntar a otras parejas. Recog
er los datos y escribir texto sobre lo
s resultados.
書き上げた質問票を⽤い、クラス
メイト10⼈以上にアンケートをす
る。回答を集計し、結果について
原稿を書く。
プレゼンテーション準備③

27

担当教員

Acabar de escribir el texto sobre lo 【予習】アンケート調査結果をまとめておく。（90分）
s resultados, preparar el PPT y ens
ayar. 結果についての原稿を終わ 【復習】まとめた原稿を確認し、発表できるように準備し
らせる。PPTを作成する。リハー ておく。（90分）
サルをする。

【宿題Deberes】試験勉強 Estudiar
para el examen.

【宿題Deberes】試験勉強 Estudiar para el examen.

【予習】原稿、PPTの準備が授業時間内に終わりリハーサ
→Examen de la Unidad 9 （⽂法語
ルができるように準備しておく。（90分）
彙試験）
28

担当教員

プレゼンテーション準備④
Acabar el PPT y ensayar.
PPTを終える。リハーサルする。

【復習】発表できるように準備しておく。（90分）

【予習】原稿、PPTに不備がないかを確認し、発表できる
1- Presentación de los resultados
ように準備しておく。（90分）
de su encuesta (se puede leer)
29

担当教員

アンケート調査結果発表

【復習】今学期のスペイン語学習を振り返っておく。（90
分）

Meta análisis del curso y del apren
dizaje
【予習】⾃律的学習の成果物を授業に持参できるようまと
スペイン語学習の振り返りと⾃⼰
めておく。（90分）
評価
30

担当教員

【復習】この１年間のスペイン語学習を振り返る。（90
1- Can Do 評価
分）
2-⾃律的学習の報告
(⾃律的学習の成果物を持参するこ
と)

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0220001
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2021/05/18(⽕)12:56
授業科⽬名

スペイン語チャレンジクラス中級II

授業形態

演習

英語科⽬名

Enriched Spanish Intermediate Level Ⅱ

開講学期

後期

対象学年

2

単位数

1

科⽬責任者

⼩橋

ナンバリング

2308

さおり

科⽬担当者
授業の概要
本授業では、「スペイン語でコミュニケーションができるようになること」を⽬的とし、受講⽣の⾔語技能、特に「聞
く⼒」「話す⼒」「やりとりする⼒」のさらなる向上を⽬指す。本科⽬は「スペイン語中級 I 」科⽬を補完・強化する
という位置付けにあり、「スペイン語中級 I 」と合わせて履修するよう設計されている。また、スペイン語圏の社会・
⽂化的側⾯にも焦点をあて、⾃⼰のものと対照しながら、より広い視野を養うことも本科⽬の⽬的である。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
この授業の⽬標は、CEFRの5技能 (「読む⼒」、「書く⼒」、「聞く⼒」、「話す⼒」、「やりとりをする⼒」) のう
ち、特に「聞く⼒」「話す⼒」「やりとりをする⼒」を向上させ、コミュニケーション能⼒を伸展させることである。
具体的には、
・過去の状況や⾏為を尋ねたり述べたりできる。
・経験したことについて尋ねたり述べたりできる。
・未来のことについて尋ねたり述べたりできる。
・計画や意図していることについて説明することができる。
・命じたり指⽰を与えることができる。
・願望、推測を表現したり、意⾒を述べたり、誰かに何かを頼むことができる。
・質問票を作成しアンケート調査をすることができる。
また、スペイン語圏の様々な⽂化や価値観を知り、社会⽂化的能⼒を向上させ、視野を広げることもこの授業の⽬標と
する。
成績評価⽅法
課題提出・発表・授業参加度（70％）、試験３回（30%）を総合的に評価する。なお、3分の2以上の出席を評価の前提
条件とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
1年次にスペイン語初級I, II を受講していることが条件。毎回の授業に辞書を持参すること。間違うことは学びのプロセ
スであるので、授業では間違いを恐れずに積極的に発⾔してほしい。また、カウンセリングは⽇々の学習に関するアド
バイスの他にも、会話練習や試験対策のために使うことができる。授業時間外にも、スペイン語を使う時間が増えるよ
うに⾃らで⼯夫することを期待する。
DELE試験の受験希望者が多い場合は、DELE試験対策も授業内で実施する場合がある。授業内容は学⽣の関⼼に基づい
て変更することがある。
テキスト・参考書
テキスト︓ 授業時に指⽰する。（授業のために教員が準備したもの）
Proporcionado por el profesor (Material propio y diversas fuentes)
辞書︓ ⻄和辞典、和⻄辞典を必ず持参すること。辞書については電⼦辞書も可。
オフィスアワー
メールで事前にアポイントをとること。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法

G. Classroom・E-mail・授業にて返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数
1

担当
担当教員

授業内容
オリエンテーション

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題をやってお

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0230001
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く。（90分）
前期授業内容の復習
【復習】授業内容を復習する。（90分）
Repaso de los contenidos del prim
er semestre
映像教材
2

担当教員

会話練習
現在完了
Práctica del pretérito perfecto

【予習】授業予定範囲の語彙・⽂法などを調べ練習問題を
やっておく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

映像教材
会話練習
現在完了
Práctica del pretérito perfecto
3

担当教員

社会・⽂化的事象を知るためのア
クティビティー
Actividad sociocultural (Todos los S
antos, La Castañada, Día de muert
os, etc.)
映像教材

4

担当教員

会話練習
未来形
Práctica del futuro
映像教材

5

担当教員

会話練習
未来形
Práctica del futuro

【予習】授業予定範囲の語彙・⽂法などを調べ練習問題を
やっておく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

【予習】授業予定範囲の語彙・⽂法などを調べ練習問題を
やっておく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

【予習】授業予定範囲の語彙・⽂法などを調べ練習問題を
やっておく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

語彙・聴解および会話試験①
映像教材
6

担当教員

【予習】試験の準備をしておく。授業予定範囲の語彙・⽂
会話練習
法などを調べ練習問題をやっておく。（90分）
過去完了・「donde」「el (la, los, l
【復習】授業内容を復習する。（90分）
as) que, lo que」関係詞
Práctica del pretérito pluscuamperf
ecto y / o los relativos “donde”, “el
(la, los, las) que, lo que”
映像教材

7

担当教員

会話練習
過去完了
Práctica del pretérito pluscuamperf 【予習】授業予定範囲の語彙・⽂法などを調べ練習問題を
ecto
やっておく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
社会・⽂化的事象を知るためのア
クティビティー
Actividad sociocultural (Navidad, L
os Santos Inocentes, etc.)
映像教材

8

担当教員

会話練習
命令形
Práctica del imperativo
映像教材

9

担当教員

会話練習
命令形
Práctica del imperativo

10

担当教員

語彙・聴解および会話試験②

【予習】授業予定範囲の語彙・⽂法などを調べ練習問題を
やっておく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

【予習】授業予定範囲の語彙・⽂法などを調べ練習問題を
やっておく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
【予習】試験の準備をしておく。授業予定範囲の語彙・⽂
法などを調べ練習問題をやっておく。（90分）
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映像教材

【復習】授業内容を復習する。（90分）

会話練習
接続法現在
Práctica del subjuntivo
映像教材
11

担当教員

会話練習
接続法現在
Práctica del subjuntivo
映像教材

12

担当教員

Encuesta 1
アンケート調査①

【予習】授業予定範囲の語彙・⽂法などを調べ練習問題を
やっておく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
【予習】授業予定範囲の語彙・⽂法などを調べ練習問題を
やっておく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

映像教材
Encuesta 2
アンケート調査②
13

担当教員

社会・⽂化的事象を知るためのア
クティビティー
Actividad sociocultural (Carnaval, L
as fallas, Fiesta del cerezo en flor
del Valle del Jerte, etc.)
映像教材

14

担当教員

15

担当教員

復習のためのアクティビティー
Actividad especial de repaso
語彙・聴解および会話試験③
フィードバック

【予習】授業予定範囲の語彙・⽂法などを調べ練習問題を
やっておく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

【予習】授業予定範囲の語彙・⽂法などを調べ練習問題を
やっておく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
【予習】試験の準備をしておく。授業予定範囲の語彙・⽂
法などを調べ練習問題をやっておく。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
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授業科⽬名

スペイン語上級I

授業形態

演習

英語科⽬名

Advanced Spanish Level I

開講学期

前期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

⼩橋

ナンバリング

2309

さおり

科⽬担当者
授業の概要
スペイン語コミュニケーションの5 技能において、CEFR A2 レベルに到達した受講⽣のさらなるステップアップを⽬指
す。A2＋からB1 レベルのスペイン語コミュニケーション能⼒の伸⻑を図る。上級は選択科⽬であることから、受講⽣は
明確な⽬的と学ぶ意欲を持って履修すると想定し、新聞などオーセンテイックなテキストを使い、要点の把握ができる
読解⼒を養うとともに、クラスメイトと具体的な話題についての意⾒交換や議論を通して談話能⼒を伸ばす。また、社
会⾔語能⼒（コンテクストに合わせて適切な丁寧さの選択ができるようになるなど）を伸ばすため、映画やテレビなど
もを教材として使⽤する。評価には、CEFR のCan Do リストも⽤いる。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
中級の学習を踏まえ、⾃⽴した⾔語使⽤者として⾝近な関⼼のある話題について、ある程度の⻑さのテクストを理解し
たり、やりとりしたりできるようになることを⽬標とする。具体的には、以下に詳述する技能・知識を習得することを
⽬標とする。
１．映画やラジオなどを⾒聞きし、要点が理解でき、意⾒や感想を述べることができる。
２．短い物語や⾝近なニュース記事を読み要点が理解でき、意⾒や感想を述べることができる。
３．コンテクストに合わせて、適切な法（直接法と接続法）・時制を選ぶことができる。
４．相⼿に合わせて、適切な丁寧さ（tú/usted, 動詞など）を選ぶことができる。
５．社会・⽂化的差異を踏まえて情報を集め、それについて客観的に説明することができる。また、それに関する⾃分
の意⾒を述べることができる。
成績評価⽅法
課題提出・授業参加度（45％）、⾃律的学習（5%）、試験（⽂法、語彙、作⽂、聴解、会話、スペイン語圏の⼀般的知
識）（50％）を総合的に評価する。なお、3分の2以上の出席を評価の前提条件とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
スペイン語中級Ⅰ・Ⅱを受講していることが条件である。毎回の授業に辞書を持参すること。授業範囲を予習し、練習
問題をやってから授業に参加すること。グループワークやペアワークなどに積極的に参加し、能動的な学習を進めるこ
とを期待する。カウンセリングの時間は、会話練習や試験対策等のためにも利⽤することができる。DELE試験対策も授
業内で実施する予定であるが、DELE試験の受験希望者が多い場合は、対策講座を延⻑することがある。授業内容は学⽣
の関⼼に基づいて変更することがある。
テキスト・参考書
テキスト︓
スペイン語教材研究会（2013）『Entre amigos2 改訂版』朝⽇出版社．
辞書︓
⻄和辞典、和⻄辞典を必ず持参すること。辞書は電⼦辞書も可。
参考書（授業中に適宜紹介する）︓
Garcia-Vino Sanchez,Monica. “Preparación al DELE A2” Edelsa.
Garcia-Vino Sanchez, Monica. “Preparación al DELE B1” Edelsa.
フリオ・ビジョリア・アパリシオ, セレナ・ポンセ・マリンバルド, マルタ・ソレル・アレマニー, ⼤橋玲⼦ (2017)
『⽇本⼈が知りたいスペイン⼈の当たり前』三修社.
宇野和美・網野真⽊⼦（編訳）（2016）『名作短編で学ぶスペイン語』ベレ出版.
オフィスアワー
メールで事前にアポイントをとること。
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課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法

G. Classroom・E-mail・授業にて返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

1

2

3

4

担当

担当教員

担当教員

担当教員

担当教員

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

オリエンテーション
Unidad 11
1. p. 84 1. Usos del subjuntivo IV, e
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
j. (a)
く。（90分）
2. p. 84 2. Imperfecto de subjuntiv
【復習】授業内容を復習する。（90分）
o: conjugación, ej. (b)
3. p. 83 Observa
4. Otros ejercicios
Unidad 11
1. p. 86 1. Conjugación del imperfe
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
cto de subjuntivo
く。（90分）
2. 2. Sustantivos abstractos Ej. A,
【復習】授業内容を復習する。（90分）
B, C, D y E.
3. Otros ejercicios
Unidad 11
1. p. 84 3. Pretérito imperfecto de s 【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
ubjuntivo: usos y p. 85 ej. (c) y (d) く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
2. Otros ejercicios
Unidad 11
1. p. 85 Oraciones condicionales e 【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
j. (e) y (f)
2. p. 87 3. Condiciones improbable 【復習】授業内容を復習する。（90分）
s, Ej. A y B

5

担当教員

Unidad 11
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
1. Buenos deseos, Ej. A y B
く。（90分）
2. p. 89 Comprensión lectora (Text
【復習】授業内容を復習する。（90分）
o de Ana María) Ej. A y B (escribir l
os deseos)

6

担当教員

Preparación para DELE A2

7

担当教員

Preparación para DELE A2

8

担当教員

Noticias y artículos 1

9

担当教員

Noticias y artículos 2

10

担当教員

11

担当教員

Noticias y artículos 3

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

Unidad 11
1. p. 88 1. Comunica los deseos de
tus amigos
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
2. Ej. A y B
3. Escribir lo que haría en esas situ 【復習】授業内容を復習する。（90分）
aciones.
p. 90 El cine del mundo hispano
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13

14

15

16
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担当教員

担当教員

担当教員

担当教員

担当教員

17

担当教員

18

担当教員

19

20

21

担当教員

担当教員

担当教員

Unidad 12
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
1. p. 92 1. Pretérito pluscuamperfe く。（90分）
cto de subjuntivo: conjugación, ej 【復習】授業内容を復習する。（90分）
(a)
2. p. 92 2. Pretérito pluscuamperfe
cto de subjuntivo: usos, ej (b)
3. Condicional perfecto de indicativ
o: conjugación y usos
4. Otros ejercicios
Unidad 12
1. p. 93 4. Oraciones condicionales 【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
II. ej (c)
く。（90分）
2. Todos los tiempos del subjuntivo, 【復習】授業内容を復習する。（90分）
ej, (d)
Unidad 12
1. p. 91 Observa
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
2. p. 94 1. Frases y expresiones he く。（90分）
chas Ej. A y B
【復習】授業内容を復習する。（90分）
3. p. 94 2. Lamentos, Ej. A y B
Unidad 12
1. p. 95 3. Peticiones con cortesía
Ej. A, B y C
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
2. p. 96 1. ¿Cómo podría haber sid
く。（90分）
o tu vida? Ej. A y B
【復習】授業内容を復習する。（90分）
3. p. 96 2. Ej. A y B
4. p. 98 La música hispanoamerica
na
Unidad 12
1. p. 97 3. Ej. A Comprensión lector 【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
a
く。（90分）
2. p. 97 3 Ej. C Redacción
【復習】授業内容を復習する。（90分）

Examen escrito (de las unidades 1 【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
1 y 12)
く。（90分）
Preparación para DELE A2 y B1
【復習】授業内容を復習する。（90分）

Preparación para DELE A2 y B1

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

Preparación para DELE A2 y B1

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

Preparación para DELE A2 y B1

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

Preparación para DELE A2 y B1

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

22

担当教員

Preparación para DELE A2 y B1
Mini-examen DELE

23

担当教員

Noticias y artículos 4

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
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【復習】授業内容を復習する。（90分）
Tema cultural:
24

担当教員
Vida cotidiana
Tema cultural:

25

担当教員
Geografía e Historia

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

Vídeo Fórum
26

担当教員

【予習】映画の時代背景について⾃分なりに調べておく。
（90分）
Película 1 de 2 “La lengua de las m
【復習】授業内容を復習する。（90分）
ariposas”
Vídeo Fórum

27

28

担当教員

担当教員

Película 2 de 2 “La lengua de las m
ariposas”

【予習】前回の授業の内容を復習する。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

今学期の振り返りと⾃⼰評価
Meta análisis del curso y del apren
【予習】前期の学習スタイルを振り返っておく。（90分）
dizaje
【復習】前期に学習したことを学習する。（90分）
⾃律的学習の成果物を報告
Mostrar el self-study

29

担当教員

レポート課題①
出席はレポート課題に代替する。
（詳細は授業で説明する。）

【予習】指定されたテーマについて⾃分なりに調べてお
く。（90分）
【復習】新しく学んだ内容について復習する。（90分）

30

担当教員

レポート課題②
出席はレポート課題に代替する。
（詳細は授業で説明する。）

【予習】指定されたテーマについて⾃分なりに調べてお
く。（90分）
【復習】新しく学んだ内容について復習する。（90分）
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授業科⽬名

スペイン語上級II

授業形態

演習

英語科⽬名

Advanced Spanish Level II

開講学期

後期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

⼩橋

ナンバリング

2310

さおり

科⽬担当者
授業の概要
スペイン語コミュニケーションの5 技能において、CEFR A2 レベルに到達した受講⽣のさらなるステップアップを⽬指
す。A2＋からB1 レベルのスペイン語コミュニケーション能⼒の伸⻑を図る。上級は選択科⽬であることから、受講⽣は
明確な⽬的と学ぶ意欲を持って履修すると想定し、新聞などオーセンテイックなテキストを使い、要点の把握ができる
読解⼒を養うとともに、クラスメイトと具体的な話題についての意⾒交換や議論を通して談話能⼒を伸ばす。また、社
会⾔語能⼒（コンテクストに合わせて適切な丁寧さの選択ができるようになるなど）を伸ばすため、映画やテレビなど
もを教材として使⽤する。評価には、CEFR のCan Do リストも⽤いる。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
中級の学習を踏まえ、⾃⽴した⾔語使⽤者として⾝近な関⼼のある話題について、ある程度の⻑さのテクストを理解し
たり、やりとりしたりできるようになることを⽬標とする。具体的には、以下に詳述する技能・知識を習得することを
⽬標とする。
１．映画やラジオなどを⾒聞きし、要点が理解でき、意⾒や感想を述べることができる。
２．短い物語や⾝近なニュース記事を読み要点が理解でき、意⾒や感想を述べることができる。
３．コンテクストに合わせて、適切な法（直接法と接続法）・時制を選ぶことができる。
４．相⼿に合わせて、適切な丁寧さ（tú/usted, 動詞など）を選ぶことができる。
５．社会・⽂化的差異を踏まえて情報を集め、それについて客観的に説明することができる。また、それに関する⾃分
の意⾒を述べることができる。
成績評価⽅法
課題提出・授業参加度（45％）、⾃律的学習（5%）、試験（⽂法、語彙、作⽂、聴解、会話、スペイン語圏の⼀般的知
識）（50％）を総合的に評価する。なお、3分の2以上の出席を評価の前提条件とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
スペイン語中級Ⅰ・Ⅱを受講していることが条件である。毎回の授業に辞書を持参すること。授業範囲を予習し、練習
問題をやってから授業に参加すること。グループワークやペアワークなどに積極的に参加し、能動的な学習を進めるこ
とを期待する。カウンセリングの時間は、会話練習や試験対策等のためにも利⽤することができる。DELE試験対策も授
業内で実施する予定であるが、DELE試験の受験希望者が多い場合は、対策講座を延⻑することがある。受講⽣の興味に
より、授業内容が変更となることがある。
テキスト・参考書
テキスト︓
スペイン語教材研究会（2013）『Entre amigos2 改訂版』朝⽇出版社．
辞書︓
⻄和辞典、和⻄辞典を必ず持参すること。辞書は電⼦辞書も可。
参考書（授業中に適宜紹介する）︓
Garcia-Vino Sanchez, Monica. “Preparación al DELE A2” Edelsa.
Garcia-Vino Sanchez, Monica. “Preparación al DELE B1” Edelsa.
フリオ・ビジョリア・アパリシオ, セレナ・ポンセ・マリンバルド, マルタ・ソレル・アレマニー, ⼤橋玲⼦ (2017)
『⽇本⼈が知りたいスペイン⼈の当たり前』三修社.
宇野和美・網野真⽊⼦（編訳）（2016）『名作短編で学ぶスペイン語』ベレ出版.
オフィスアワー
メールで事前にアポイントをとること。
https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0250001

1/4

2021/5/18

JUNTENDO PASSPORT

課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
G. Classroom・E-mail・授業にて返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

オリエンテーション
Encuesta de necesidades

1

担当教員

Tema cultural:

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

Sociedad actual
Tema cultural:
2

担当教員

Cultura y Arte
Tema cultural:

3

担当教員

Otros temas
Tema cultural:

4

担当教員

Vida cotidiana

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

Examen
Los temas culturales vistos en clas
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
e
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
Preparación para DELE A2 y B1

5

担当教員

6

担当教員

Preparación para DELE A2 y B1

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

7

担当教員

Preparación para DELE A2 y B1

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

8

担当教員

Preparación para DELE A2 y B1

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

9

担当教員

Preparación para DELE A2 y B1

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

10

担当教員

Preparación para DELE A2 y B1

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

11

担当教員

Preparación para DELE A2 y B1

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

12

担当教員

Preparación para DELE A2 y B1

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

Tema cultural:
13

担当教員

Sociedad actual

14

担当教員

Cuento 1

15

担当教員

Tema cultural:

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0250001
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Cultura y Arte
Tema cultural:
16

担当教員

17

担当教員

18

担当教員

19

担当教員

20

担当教員

Vida cotidiana

担当教員

Cuentos 2

Noticias y artículos 2

Cuentos 3

Sociedad actual
Tema cultural:

22

23

24

30

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

担当教員

Noticias y artículos 4
(Los Reyes)

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

担当教員

Otros temas

担当教員

Vida cotidiana

担当教員

Sociedad actual

担当教員

Arrugas 1 de 2
Vídeo Fórum

29

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

Noticias y artículos 3
(Navidad)

Vídeo Fórum
28

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

担当教員

Tema cultural:
27

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

Cultura y Arte

Tema cultural:
26

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

担当教員

Tema cultural:
25

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

Examen
Lo que han aprendido en las clase
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
s 6-16.
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
Noticias y artículos 1

Tema cultural:
21

【復習】授業内容を復習する。（90分）

担当教員

担当教員

Arrugas 2 de 2

【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
【予習】授業予定範囲の語彙を調べ練習問題を解いてお
く。（90分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
【予習】映画のテーマや時代背景について調べてみる。（9
0分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）
【予習】映画のテーマや時代背景について調べてみる。（9
0分）
【復習】授業内容を復習する。（90分）

今学期の振り返りと⾃⼰評価
【予習】１年間で学習したこと・学習の仕⽅などを振り返
Meta análisis del curso y del apren
っておく。（90分）
dizaje
【復習】１年間のスペイン語学習について振り返りこれか
らの学習に活かす。（90分）
⾃律的学習の成果物を報告
Mostrar el self-study
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授業科⽬名

フランス語初級I

授業形態

演習

英語科⽬名

Beginning French Level I

開講学期

前期

対象学年

1

単位数

2

科⽬責任者

逸⾒ヴィアート

ナンバリング

2311

クロエ

科⽬担当者
授業の概要
本授業では、フランス語を学ぶ⽬的を「フランス語でコミュニケーションができるようになる」ことと位置づける。
受講⽣にとってフランス語を学ぶのは初めてという場合が殆どであると想定されることから、フランスの⽂化に触れな
がら、⽂法や語彙、発⾳などコミュニケーション能⼒の基礎を学ぶ。初級⽤の教科書を使い、CEFR5技能（読む、書
く、聞く、話す、やりとりをする）の基礎知識を習得する。評価には、授業参加・宿題・Can DoForm・試験を⽤いる。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
フランス語をはじめて学ぶ⼈を対象にした授業です。
フランス語圏の⽂化やフランス語への理解と興味をもとに、簡単なコミュニケーション能⼒の基礎を⾝につけ、さらな
る学習の発展につなげていくことができます。
後期継続履修することで、よく使われる⽇常表現と基本的な⾔い回しを理解し、個⼈的な情報についての応答、また簡
単なやりとりができるようになります。
世界市⺠としての意識と⾏動⼒を涵養するため、複⾔語能⼒の観点から以下の5つを⽬標として活動します。
1.アイデンティティ確⽴（⾃⼰発信、状況理解・説明、⾃⼰紹介）
2.他者への涵養（フランコフォニー、クラスメイト）
3.⼼体知[INT]（⾝体、ジェンダー、スポーツ）
4.情報処理（⾏動のための情報収集）
5.⼤学⽣らしさ（メールのやり取りでのコード理解）
成績評価⽅法
授業参加（グループワーク・ペアワーク活動への参加・質問⼒）︓３0%
宿題・プレゼン・:３0％
期末試験︓40%
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
・週⼆回の授業は連動します。
・外国語学習には積極的な参加が不可⽋です。間違いを恐れずに、どんどん表現しましょう。
・習ったことを必ず復習するようにしましょう。
・この授業の進度に合わせ、フランス語の会話クラスおよびチャレンジクラスを開講します。フランス語の習得に積極
的に取り組む覚悟の⽅は、併せてどうぞ。
・⾔語学習センターにはフランス語学習⽤のリソースが準備されています。活⽤ください。
・予習・復習は毎回各９０分以上⾏うこと。
テキスト・参考書
「ぜんぶ話して︕」⽩⽔社
プリント・プレゼンとOnline教材
オフィスアワー
授業の前後とします。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内で返却して、onlineで提出します。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0260001
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1ère

3e

3e

4e

4e

5e

5e

6e

6e

7e
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担当教員

担当教員

担当教員

担当教員

担当教員

担当教員

担当教員

担当教員

担当教員

担当教員

担当教員

le 12 avril

le 15 avr

le 19 avril

le 22 avr

le 26 avril

le 6 mai

le 10 mai

le 13 mai

le 17 mai

le 20 mai

le 24 mai

7e

担当教員

le 27 mai

8e

担当教員

le 31 mai

Leçon 0
フランス語を他の⾔語と区別できるように特徴を掴む 基
本的な挨拶を⾝につける
Leçon 0
基本の挨拶（１）
簡単な⾃⼰紹介（1）
教室で使うフランス語２（1）
Leçon 0
Mots transparents
rapport-graphie phonie
発⾳のコツ
１〜１０
Leçon 0
やり取り︓基本の挨拶・教室でよく使う表現
気づきのまとめ
Leçon 1
アイデンティティ︓To beの世界
情報処理︓⾝分を簡単に説明する
ジェンダーと⾔語︓名詞の性
Leçon 1
動詞活⽤ (etre)応⽤
アイデンティティ︓国籍・実家・学年
質問⼒;よく使う決まった表現
Leçon 1
国籍︓⽇本⼈とか何か フランス⼈とか何か
気づきのまとめ︔男性・⼥性の⾒分けと作り⽅
発⾳ポイント︓飾り字（読まない字）
Leçon 1
Evaluation
まとめ︔traduction interaction grammaire
好きな有名⼈のプレゼン・クイズ
アイデンティティ・⾃⼰発信 話せる⾔葉を⾔う 尋ねる
働くか いう 尋ねる
住んでいるところを⾔う・尋ねる
状況理解・質問⼒︓尋ねる 他者への涵養・関⼼
Leçon 2
⾃⼰発信︓⾃⼰紹介のまとめ （名前・国籍・学年・実
家・住所・バイト・話せる⾔葉・勉強）
動詞活⽤er動詞の現在形 応⽤
否定⽂（１）
Leçon 2
Interaction ⾃⼰紹介とInterview
Roleplaying
Leçon 2
Francophonieとは
フランス⽂化・社会を知りましょう プレゼン
冠詞の気づき（１）
前置詞
エリジオンのまとめ
Leçon 3
アイデンティティ︓好みを説明する
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情報処理 情報収集
情報処理:冠詞で状況把握する

8e

9e

9e

10e

担当教員

担当教員

担当教員

担当教員

le 3 juin

le 7 juin

le 10 juin

le 14 juin

10e

担当教員

le 17 juin

11e

担当教員

le 21 juin

11e

担当教員

le 24 juin

12e

担当教員

le 28 juin

12e

13e

担当教員

担当教員

le 8 juillet

le 5 juil

Leçon 3
⾃⼰発信・説明⼒︓簡単に意⾒を述べるためのフレーズ
好みとアイデンティティ︓BarthesやAmeliePoulain のケー
ス
Leçon 3
やり取り
Evaluation
⾷⽂化︓好きな⾷べ物の紹介
Leçon 4
他者への涵養・質問⼒︓Interviewする
情報処理 冠詞で状況を把握する
Leçon 4
発⾳の気づき︓縮約
前置詞の使い分け
説明⼒︓理由を説明する
Leçon 4
夢を⾔う
まとめ
やり取りとEvaluation
Leçon 5
⾃⼰発信・アイデンティティ︔家族についてはなす
説明⼒︓形容詞の⽤法 復習＆発展（⼀致）「持つ」動詞
Leçon 5
否定⽂の特徴 （まとめ）
⾃⼰発信・アイデンティティ︓年齢・学年
質問⼒︓ケールを使って、詳しい情報を収集する
Leçon 6
アイデンティティ︓家族をより詳しく紹介する
質問⼒︓「何」問題
Leçon 6
説明⼒︓所有形容詞を使う
情報処理︓数
「する」動詞の特徴
Leçon 6
情報処理︓確かめる (代名詞⼊⾨)
代名動詞の世界
性格を説明する
Leçon 6
まとめ︓ひとについて話す （⼈間関係・特徴・性格）
総合復習

13e

担当教員

le 29 juillet

14e

担当教員

le 12 juil

Test 2

15e

担当教員

Lle 26 juil

divertissement

15e

担当教員

le 28 juil

divertissement
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授業科⽬名

フランス語チャレンジクラス初級I

授業形態

演習

英語科⽬名

Enriched French Beginning Level I

開講学期

前期

対象学年

1

単位数

1

科⽬責任者

逸⾒ヴィアート

ナンバリング

2312

クロエ

科⽬担当者
授業の概要
会話フランス語やInteractionを学習する選択科⽬
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
成績評価⽅法

→ テストTests 50% (Test 1 : 25%, Test 2 : 25%)
→ 授業参加・宿題 Participation active 20% (engagement, présence)
→ プロジェクト 作成と発表 Qualité des projets : 30% (production et présentation)
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
初級フランス語の履修者
テキスト・参考書
『フランス語の⽅法1』駿河台出版社
オフィスアワー
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法

授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

授業内容
ガイダンス
教科書のLECON 0
教科書のLECON1 前半
教科書のLECON1 後半
教科書のLECON2 前半
教科書のLECON2 後半
教科書のLECON3 前半
教科書のLECON3 後半

TEST (leçons 0,1,2)

教科書のLECON4 前半
教科書のLECON4 後半
教科書のLECON5 前半
教科書のLECON5

後半

教科書のLECON6 前半
TEST (leçons 4, 5, 6)

⽇記を提出する
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授業科⽬名

フランス語初級II

授業形態

演習

英語科⽬名

Beginning French Level II

開講学期

前期

対象学年

1

単位数

2

科⽬責任者

逸⾒ヴィアート

ナンバリング

2313

クロエ

科⽬担当者
授業の概要
本授業では、フランス語を学ぶ⽬的を「フランス語でコミュニケーションができるようになる」ことと位置づける。
受講⽣にとってフランス語を学ぶのは初めてという場合が殆どであると想定されることから、フランスの⽂化に触れな
がら、⽂法や語彙、発⾳などコミュニケーション能⼒の基礎を学ぶ。初級⽤の教科書を使い、CEFR5技能（読む、書
く、聞く、話す、やりとりをする）の基礎知識を習得する。評価には、授業参加・宿題・Can DoForm・試験を⽤いる。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
フランス語をはじめて学ぶ⼈を対象にした授業です。
フランス語圏の⽂化やフランス語への理解と興味をもとに、簡単なコミュニケーション能⼒の基礎を⾝につけ、さらな
る学習の発展につなげていくことができます。
後期継続履修することで、よく使われる⽇常表現と基本的な⾔い回しを理解し、個⼈的な情報についての応答、また簡
単なやりとりができるようになります。
世界市⺠としての意識と⾏動⼒を涵養するため、複⾔語能⼒の観点から以下の5つを⽬標として活動します。
1.アイデンティティ確⽴（⾃⼰発信、状況理解・説明、⾃⼰紹介）
2.他者への涵養（フランコフォニー、クラスメイト）
3.⼼体知[INT]（⾝体、ジェンダー、スポーツ）
4.情報処理（⾏動のための情報収集）
5.⼤学⽣らしさ（メールのやり取りでのコード理解）
成績評価⽅法
授業参加（グループワーク・ペアワーク活動への参加・質問⼒）︓３0%
宿題・プレゼン・:３0％
期末試験︓40%
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
・週⼆回の授業は連動します。
・外国語学習には積極的な参加が不可⽋です。間違いを恐れずに、どんどん表現しましょう。
・習ったことを必ず復習するようにしましょう。
・この授業の進度に合わせ、フランス語の会話クラスおよびチャレンジクラスを開講します。フランス語の習得に積極
的に取り組む覚悟の⽅は、併せてどうぞ。
・⾔語学習センターにはフランス語学習⽤のリソースが準備されています。活⽤ください。
・予習・復習は毎回各９０分以上⾏うこと。
テキスト・参考書
「ぜんぶ話して︕」⽩⽔社
プリント・プレゼンとOnline教材
オフィスアワー
授業の前後とします。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内で返却して、onlineで提出します。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
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1ère

1ère

3e

3e

4e

4e

5e

5e

6e

6e

7e

JUNTENDO PASSPORT

担当教員

担当教員

担当教員

担当教員

担当教員

担当教員

担当教員

担当教員

担当教員

担当教員

担当教員

le 12 avril

le 15 avr

le 19 avril

le 22 avr

le 26 avril

le 6 mai

le 10 mai

le 13 mai

le 17 mai

le 20 mai

le 24 mai

7e

担当教員

le 27 mai

8e

担当教員

le 31 mai

Leçon 0
フランス語を他の⾔語と区別できるように特徴を掴む 基
本的な挨拶を⾝につける
Leçon 0
基本の挨拶（１）
簡単な⾃⼰紹介（1）
教室で使うフランス語２（1）
Leçon 0
Mots transparents
rapport-graphie phonie
発⾳のコツ
１〜１０
Leçon 0
やり取り︓基本の挨拶・教室でよく使う表現
気づきのまとめ
Leçon 1
アイデンティティ︓To beの世界
情報処理︓⾝分を簡単に説明する
ジェンダーと⾔語︓名詞の性
Leçon 1
動詞活⽤ (etre)応⽤
アイデンティティ︓国籍・実家・学年
質問⼒;よく使う決まった表現
Leçon 1
国籍︓⽇本⼈とか何か フランス⼈とか何か
気づきのまとめ︔男性・⼥性の⾒分けと作り⽅
発⾳ポイント︓飾り字（読まない字）
Leçon 1
Evaluation
まとめ︔traduction interaction grammaire
好きな有名⼈のプレゼン・クイズ
アイデンティティ・⾃⼰発信 話せる⾔葉を⾔う 尋ねる
働くか いう 尋ねる
住んでいるところを⾔う・尋ねる
状況理解・質問⼒︓尋ねる 他者への涵養・関⼼
Leçon 2
⾃⼰発信︓⾃⼰紹介のまとめ （名前・国籍・学年・実
家・住所・バイト・話せる⾔葉・勉強）
動詞活⽤er動詞の現在形 応⽤
否定⽂（１）
Leçon 2
Interaction ⾃⼰紹介とInterview
Roleplaying
Leçon 2
Francophonieとは
フランス⽂化・社会を知りましょう プレゼン
冠詞の気づき（１）
前置詞
エリジオンのまとめ
Leçon 3
アイデンティティ︓好みを説明する
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情報処理 情報収集
情報処理:冠詞で状況把握する

8e

9e

9e

10e

担当教員

担当教員

担当教員

担当教員

le 3 juin

le 7 juin

le 10 juin

le 14 juin

10e

担当教員

le 17 juin

11e

担当教員

le 21 juin

11e

担当教員

le 24 juin

12e

担当教員

le 28 juin

12e

13e

担当教員

担当教員

le 8 juillet

le 5 juil

Leçon 3
⾃⼰発信・説明⼒︓簡単に意⾒を述べるためのフレーズ
好みとアイデンティティ︓BarthesやAmeliePoulain のケー
ス
Leçon 3
やり取り
Evaluation
⾷⽂化︓好きな⾷べ物の紹介
Leçon 4
他者への涵養・質問⼒︓Interviewする
情報処理 冠詞で状況を把握する
Leçon 4
発⾳の気づき︓縮約
前置詞の使い分け
説明⼒︓理由を説明する
Leçon 4
夢を⾔う
まとめ
やり取りとEvaluation
Leçon 5
⾃⼰発信・アイデンティティ︔家族についてはなす
説明⼒︓形容詞の⽤法 復習＆発展（⼀致）「持つ」動詞
Leçon 5
否定⽂の特徴 （まとめ）
⾃⼰発信・アイデンティティ︓年齢・学年
質問⼒︓ケールを使って、詳しい情報を収集する
Leçon 6
アイデンティティ︓家族をより詳しく紹介する
質問⼒︓「何」問題
Leçon 6
説明⼒︓所有形容詞を使う
情報処理︓数
「する」動詞の特徴
Leçon 6
情報処理︓確かめる (代名詞⼊⾨)
代名動詞の世界
性格を説明する
Leçon 6
まとめ︓ひとについて話す （⼈間関係・特徴・性格）
総合復習

13e

担当教員

le 29 juillet

14e

担当教員

le 12 juil

Test 2

15e

担当教員

Lle 26 juil

divertissement

15e

担当教員

le 28 juil

divertissement
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授業科⽬名

フランス語チャレンジクラス初級II

授業形態

演習

英語科⽬名

Enriched French Beginning Level Ⅱ

開講学期

後期

対象学年

1

単位数

1

科⽬責任者

逸⾒ヴィアート

ナンバリング

2314

クロエ

科⽬担当者
授業の概要
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
ペアを組んで、具体的な状況を設定する中で繰り返し使いながら基礎フランス語会話を覚えていくこと
各課は発⾳練習・簡単な⽂法復習・練習の3つの部分に分かれている。
成績評価⽅法

→ Tests 50% (Test 1 : 25%, Test 2 : 25%)
→ Participation active 20% (engagement, présence)
→ Qualité des projets : 30% (production et présentation)
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
テキスト・参考書
フランス語の⽅法
ｳﾞｧﾝｻﾝ ﾃﾞｭﾗﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ 著, 駿河台出版社
オフィスアワー
クラス前後
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法

授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

挨拶
ガイダンス
Lecon 6
教科書のLeçon 7 前半
教科書のLeçon 7 後半
教科書のLeçon 8 前半
教科書のLeçon 8 後半
教科書のLeçon 9 前半
教科書のLeçon 9 後半

Test

教科書のLeçon 10 前半
教科書のLeçon 10 後半
教科書のLeçon 11 前半
https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0290001
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教科書のLeçon 11後半
教科書のLeçon 12前半
まとめ Test
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授業科⽬名

フランス語中級I

授業形態

演習

英語科⽬名

Intermediate French Level I

開講学期

前期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

逸⾒ヴィアート

ナンバリング

2315

クロエ

科⽬担当者
授業の概要
フランス語初級で学んだことを復習しながら、読む・書く・聞く・話す、やりとりをするという5技能の⼒を伸ばすこと
を⽬指す。CEFRにおけるA1＋からA2レベルのフランス語に挑戦し、やさしいフランス語で書かれたテキストをしっか
り読むことに取り組む。また、フランスの⽇常⽣活や⽂化についての⽂章を読み、その内容を要約して発表したり話し
合うことを試みる。評価には、CEFR のCan Do リストを⽤いる。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
フランス語初級I, IIを履修した⼈を対象にした授業です。
フランス語圏の⽂化やフランス語への理解と興味をもとに、「フランス語教養基礎I・II」で習得した「聞く[CO]」「話
す[PO]」「読む[CE]」「書く[PE]」「やりとり[INT]」の5技能を実際のコミュニケーションに応⽤・発展していきます。
世界市⺠としての意識と⾏動⼒を涵養するため、複⾔語能⼒の観点から以下の5つを⽬標として活動します。
1. アイデンティティ確⽴[CE,CO,PO,PE]（読解、⾃⼰発信・プレゼン⼒、状況理解・説明、⾃⼰紹介）
2. 他者への涵養[CO,CE,INT]（移⺠社会、フランコフォニー、多様性、クラスメイト）
3. ⼼体知[INT]（⾝体・ヘルス、ジェンダー、スポーツ、ユマニチュード）
4. 情報処理[CE,INT]（⾏動・判断のための情報収集）
5. ⼤学⽣らしさ[PE,PO,INT]（メールのやり取りでのコード理解、論理性）
成績評価⽅法
授業参加（グループワーク・ペアワーク活動への参加・課題提出等）︓40%
⾯接（ポートフォリオ、Can Do⾃⼰評価など）⾔語学習カウンセリング（学期中に1回）:30％
⼩テスト︓30％
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
・ 週⼆回の授業は連動します。
・ 外国語学習には積極的な参加が不可⽋です。間違いを恐れずに、どんどん表現しましょう。
・ 習ったことを必ず復習するようにしましょう。
・ フランス語の習得に積極的に取り組む覚悟の⽅は、併せてどうぞ。
⾔語学習センターにはフランス語学習⽤のリソースが準備されています。活⽤ください。
・予習・復習は毎回各９０分以上⾏うこと。
テキスト・参考書
「ぜんぶ話して」（続き）
「EditoA2」didier
プレゼン・Online教材
オフィスアワー
授業の前後とします。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
onlineで返却します。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数
1

担当

担当教員

授業内容
Révisions et approfondissements
復習 理解を深める

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
会話

フランス語初級のCando（Lecon 1~3復習）
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2

担当教員

3

担当教員

4

会話

フランス語初級のCando（Lecon ４~６復習）

Révisions et approfondissements
復習 理解を深める

会話

フランス語初級のCando（Lecon 7~8復習）

担当教員

Révisions et approfondissements
復習 理解を深める

会話

フランス語初級のCando（Lecon 5~8復習）

5

担当教員

Révisions et approfondissements
復習 理解を深める

会話

フランス語初級のCando（Lecon 9と11復習）

6

担当教員

Révisions et approfondissements
復習 理解を深める

会話

フランス語初級のCando（Lecon 1０と12復習）

7

担当教員

Révisions et approfondissements
復習 理解を深める

会話

フランス語初級のCando（Lecon 1３と1４復習）

8

担当教員

「ぜんぶ話して」教科書の総合ま
とめ

Evaluationと発展
EditoA2教科書の紹介

9

担当教員

EditoA2－Unite1 (p.14-15)

過去形を使って
（フランスの）⾳楽・タレント・俳優について話す
情報処理︔Documents（１）を理解する

10

担当教員

EditoA2－Unite1

語彙を習得する
Entrainement とProductions orales

11

担当教員

EditoA2－Unite1

12

担当教員

EditoA2－Unite1

13

担当教員

EditoA2－Unite1

p.20

フランス⼈とHobby
Societe des loisirs.

14

担当教員

EditoA2－Unite1

p.22

招待する・断る
il y a -depuis

15

担当教員

EditoA2－Unite1

p.25

Ateliers
（パワポや動画）プレゼン⼤会

16

担当教員

EditoA2－Unite2

p.2８

半過去を使って
思い出を語る
Documentsを理解する 気づき

17

担当教員

EditoA2－Unite2

p.30

語彙を使って、
Proustのpastiche
思い出話

18

担当教員

EditoA2－Unite2

p.32

海外フランス
代名詞を使って
悪い思い出を語る

19

担当教員

EditoA2－Unite2

p.34

20

担当教員

EditoA2－Unite2

p.36

Révisions et approfondissements
復習 理解を深める

p.18

否定⽂を使って
お出かけについて話す
情報処理︔Documents（2）を理解する
Production orale
お芝居のプレゼン

ヴァカンスとは何か
夏休みの過ごし⽅
南フランス
形容詞を使って
旅先の⾒どころを紹介する
Ateliers
グループ活動
プレゼン⼤会準備

21

担当教員

EditoA2－Unite2

p.3９

22

担当教員

EditoA2－Unite2

p.3９

23

担当教員

EditoA2－Unite2

p.40

24

担当教員

EditoA2－Unite2

p.40

25

担当教員

EditoA2－Unite３ p.4３

demander et reprendre la parole.
Empecher qqn de parler.
フランス式の「やり取り」debateに必要な表現

26

担当教員

debate(1)

reformuler
les strategies pour debattre
les types de plan pour un debat.

Ateliers
プレゼン⼤会プレゼン
DELF A2試験
DELF A2試験
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27

担当教員

debate(2)

debate活動

28

担当教員

Unite1＆２

総合復習
夏休みの課題
仏検4級のための資料

29

担当教員

まとめ

Evaluation finale

30

担当教員

まとめ

Evaluation finale
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授業科⽬名

フランス語チャレンジクラス中級I

授業形態

演習

英語科⽬名

Enriched French Intermediate Level I

開講学期

前期

対象学年

2

単位数

1

科⽬責任者

逸⾒ヴィアート

ナンバリング

2316

クロエ

科⽬担当者
授業の概要
会話フランス語やInteractionを学習する選択科⽬
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
成績評価⽅法

→ テストTests 50% (Test 1 : 25%, Test 2 : 25%)
→ 授業参加・宿題 Participation active 20% (engagement, présence)
→ プロジェクト 作成と発表 Qualité des projets : 30% (production et présentation)
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
初級フランス語の履修者
テキスト・参考書
『フランス語の⽅法1』駿河台出版社
オフィスアワー
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法

授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

ガイダンス

教科書の復習1

教科書の復習2

教科書の復習３

名前、職業、年齢、国籍
数字(1 〜 99)
否定する
質問をする
⼈について描写する
住んでいる所を 詳しく⾔う
⾃分の好みについて話
他すの⼈の好みについて聞く
意⾒を⾔う
数字(100 〜 10 000)
家族について話す
理由を⾔う
⽇付を聞く、⾔う
尋ねる 何かについて肯定的
否定的に話す
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Challenge vidéo 1

挨拶、⾃⼰紹介をする
interview : Présentez-vous d’une manière originale. Votre vi
déo (en français) doit être sous-titrée et surprendre vos cam
arades.

反省
Visionnage et commentaire des vid 物の位置
éos. Question / réponse à propos d 物を描写する
es techniques utilisées.
ça sert à ...
復習 4
Révision et développement leçons
9-10注⽂する１ (カフェ、レストラン、市場、パン屋、注⽂する
テスト１
２ 服を買う、
Révision et développement leçon 1
場所、国、道案内
1 et 12
Challenge vidéo 2

Petites scènes (fond vert) dans la rue.

Leçon 13

時刻を⾔う
電⾞の切符を買う

Leçon 13

動詞 partir の活⽤ 序数 主語と動詞の倒置による疑問⽂

Leçon 14

Leçon 14

challenge video

⼀⽇にすることを話す
(現在形)
何かを提案する、誘いを受ける、断る
代名動詞
de ... à ...(〜から〜まで) 頻度を⾔う表現
動詞 vouloir / pouvoir / devoir
⽇記を提出する
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授業科⽬名

フランス語中級II

授業形態

演習

英語科⽬名

Intermediate French Level II

開講学期

前期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

逸⾒ヴィアート

ナンバリング

2317

クロエ

科⽬担当者
授業の概要
フランス語初級で学んだことを復習しながら、読む・書く・聞く・話す、やりとりをするという5技能の⼒を伸ばすこと
を⽬指す。CEFRにおけるA1＋からA2レベルのフランス語に挑戦し、やさしいフランス語で書かれたテキストをしっか
り読むことに取り組む。また、フランスの⽇常⽣活や⽂化についての⽂章を読み、その内容を要約して発表したり話し
合うことを試みる。評価には、CEFR のCan Do リストを⽤いる。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
フランス語初級I, IIを履修した⼈を対象にした授業です。
フランス語圏の⽂化やフランス語への理解と興味をもとに、「フランス語教養基礎I・II」で習得した「聞く[CO]」「話
す[PO]」「読む[CE]」「書く[PE]」「やりとり[INT]」の5技能を実際のコミュニケーションに応⽤・発展していきます。
世界市⺠としての意識と⾏動⼒を涵養するため、複⾔語能⼒の観点から以下の5つを⽬標として活動します。
1. アイデンティティ確⽴[CE,CO,PO,PE]（読解、⾃⼰発信・プレゼン⼒、状況理解・説明、⾃⼰紹介）
2. 他者への涵養[CO,CE,INT]（移⺠社会、フランコフォニー、多様性、クラスメイト）
3. ⼼体知[INT]（⾝体・ヘルス、ジェンダー、スポーツ、ユマニチュード）
4. 情報処理[CE,INT]（⾏動・判断のための情報収集）
5. ⼤学⽣らしさ[PE,PO,INT]（メールのやり取りでのコード理解、論理性）
成績評価⽅法
授業参加（グループワーク・ペアワーク活動への参加・課題提出等）︓40%
⾯接（ポートフォリオ、Can Do⾃⼰評価など）⾔語学習カウンセリング（学期中に1回）:30％
⼩テスト︓30％
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
・ 週⼆回の授業は連動します。
・ 外国語学習には積極的な参加が不可⽋です。間違いを恐れずに、どんどん表現しましょう。
・ 習ったことを必ず復習するようにしましょう。
・ フランス語の習得に積極的に取り組む覚悟の⽅は、併せてどうぞ。
⾔語学習センターにはフランス語学習⽤のリソースが準備されています。活⽤ください。
・予習・復習は毎回各９０分以上⾏うこと。
テキスト・参考書
「ぜんぶ話して」（続き）
「EditoA2」didier
プレゼン・Online教材
オフィスアワー
授業の前後とします。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
onlineで返却します。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数
1

担当

担当教員

授業内容
Révisions et approfondissements
復習 理解を深める

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
会話

フランス語初級のCando（Lecon 1~3復習）
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2

担当教員

3

担当教員

4

会話

フランス語初級のCando（Lecon ４~６復習）

Révisions et approfondissements
復習 理解を深める

会話

フランス語初級のCando（Lecon 7~8復習）

担当教員

Révisions et approfondissements
復習 理解を深める

会話

フランス語初級のCando（Lecon 5~8復習）

5

担当教員

Révisions et approfondissements
復習 理解を深める

会話

フランス語初級のCando（Lecon 9と11復習）

6

担当教員

Révisions et approfondissements
復習 理解を深める

会話

フランス語初級のCando（Lecon 1０と12復習）

7

担当教員

Révisions et approfondissements
復習 理解を深める

会話

フランス語初級のCando（Lecon 1３と1４復習）

8

担当教員

「ぜんぶ話して」教科書の総合ま
とめ

Evaluationと発展
EditoA2教科書の紹介

9

担当教員

EditoA2－Unite1 (p.14-15)

過去形を使って
（フランスの）⾳楽・タレント・俳優について話す
情報処理︔Documents（１）を理解する

10

担当教員

EditoA2－Unite1

語彙を習得する
Entrainement とProductions orales

11

担当教員

EditoA2－Unite1

12

担当教員

EditoA2－Unite1

13

担当教員

EditoA2－Unite1

p.20

フランス⼈とHobby
Societe des loisirs.

14

担当教員

EditoA2－Unite1

p.22

招待する・断る
il y a -depuis

15

担当教員

EditoA2－Unite1

p.25

Ateliers
（パワポや動画）プレゼン⼤会

16

担当教員

EditoA2－Unite2

p.2８

半過去を使って
思い出を語る
Documentsを理解する 気づき

17

担当教員

EditoA2－Unite2

p.30

語彙を使って、
Proustのpastiche
思い出話

18

担当教員

EditoA2－Unite2

p.32

海外フランス
代名詞を使って
悪い思い出を語る

19

担当教員

EditoA2－Unite2

p.34

20

担当教員

EditoA2－Unite2

p.36

Révisions et approfondissements
復習 理解を深める

p.18

否定⽂を使って
お出かけについて話す
情報処理︔Documents（2）を理解する
Production orale
お芝居のプレゼン

ヴァカンスとは何か
夏休みの過ごし⽅
南フランス
形容詞を使って
旅先の⾒どころを紹介する
Ateliers
グループ活動
プレゼン⼤会準備

21

担当教員

EditoA2－Unite2

p.3９

22

担当教員

EditoA2－Unite2

p.3９

23

担当教員

EditoA2－Unite2

p.40

24

担当教員

EditoA2－Unite2

p.40

25

担当教員

EditoA2－Unite３ p.4３

demander et reprendre la parole.
Empecher qqn de parler.
フランス式の「やり取り」debateに必要な表現

26

担当教員

debate(1)

reformuler
les strategies pour debattre
les types de plan pour un debat.

Ateliers
プレゼン⼤会プレゼン
DELF A2試験
DELF A2試験
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27

担当教員

debate(2)

debate活動

28

担当教員

Unite1＆２

総合復習
夏休みの課題
仏検4級のための資料

29

担当教員

まとめ

Evaluation finale

30

担当教員

まとめ

Evaluation finale
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授業科⽬名

フランス語チャレンジクラス中級II

授業形態

演習

英語科⽬名

Enriched French Intermediate Level Ⅱ

開講学期

前期

対象学年

2

単位数

1

科⽬責任者

逸⾒ヴィアート

ナンバリング

2318

クロエ

科⽬担当者
授業の概要
会話フランス語やInteractionを学習する選択科⽬
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
学習から動画づくりまで丁寧に指導する
成績評価⽅法

→ テストTests 50% (Test 1 : 25%, Test 2 : 25%)
→ 授業参加・宿題 Participation active 20% (engagement, présence)
→ プロジェクト 作成と発表 Qualité des projets : 30% (production et présentation)
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
中級フランス語の履修者
テキスト・参考書
『フランス語の⽅法1』駿河台出版社
オフィスアワー
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法

授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容
ガイダンス

Révision Leçon 14

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
夏について話す（複合過去１）
代名動詞
動詞 vouloir / pouvoir / devoir
+ 代名詞

Leçon 15

⼀⽇にしたことを話す
過去形２

Leçon 15

複合過去形(助動詞 être / avoir ) 複合過去形の否定形

Challenge vidéo

Leçon de japonais pour étudiant francophone.

Leçon 16
テスト１

半過去１

Leçon 16

半過去２

Leçon 16

半過去/複合過去

Leçon 17

関係代名詞１

Challenge vidéo

court métrage

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0330011
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Leçon 17

関係代名詞３

révision générale
復習と総合纏め
TEST
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授業科⽬名

フランス語上級I

授業形態

演習

英語科⽬名

Advanced French Level I

開講学期

前期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

逸⾒ヴィアート

ナンバリング

2319

クロエ

科⽬担当者
授業の概要
上級は選択科⽬であることから、フランス語コミュニケーションの5技能において、CEFR A1レベルに到達した受講⽣の
さらなるステップアップを⽬指す。クラス内でのプレゼンテーションや簡単なデイスカッションなどのコミュニケーシ
ョンを通じて、具体的な課題に取り組むことでA１＋からA2レベルのフランス語を⾝につける。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
フランス語中級I/IIを履修した⼈を対象にした授業です。
フランス語やフランス⽂化を始め、異⽂化への理解と興味を基に「⾃⼰発信」「判断のための情報収集」「論理性」を
⽬標として活動します。復習や発⾳を練習をし、⽂法の基礎を鍛えて、interactionやdiscussionの訓練を重視します。
成績評価⽅法
授業参加（グループワーク・ペアワーク活動への参加・課題提出等）︓40%
⾔語学習カウンセリング（学期中に1回）:20％
⼩プレゼン︓40％
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
週に2回の授業は連動します。
外国語学習に積極的な参加が不可⽋です。どんどん表現しましょう。
予習・復習は毎回各９０分以上⾏うこと。
テキスト・参考書
オンライン教材（moodle）を使⽤します。
授業中にプリントを配ります。
オフィスアワー
授業の前後とします。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
Moddleで提出します。オンラインで修正するか授業内で返却します。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

1

担当教員

2

担当教員

授業内容
ガイダンスや⾃⼰評価
capsule 1 復習1.1

3

担当教員

capsule 1 復習1.2

4

担当教員

capsule 2 復習2.1

5

担当教員 capsule 2

復習 2.2

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
（予習）シラバスやMoodleの使い⽅の説明
⾃⼰紹介 教室で使うフランス語
会話フランス語
動詞1 https://www.podcastfrancaisfacile.com/vocabulaire/ver
bes-daction-liste-de-vocabulaire.html
shadowing
半助動詞の⽤法や活⽤
テキストを翻訳する
書き取り
過去形（複合過去）
⾃⼰発信 「⽇本⼈学⽣の⼀⽇」

shadowing
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「Pourquoi donc?」
Interaction 過去形を使ってinterviewする

6

7

8

担当教員

capsule 3 復習3.1

書き取り
過去形の使い分け
discussion「⽇本⼈学⽣の習慣」
(半過去・副詞)
shadowing
"C'était mieux avant!"
Interaction 「Progrèsとは何か」
半過去形を使ってInterviewをする

担当教員

capsule 3 復習3.2

担当教員

まとめ
「⽇本⼤学の毎⽇」「ともだち︖」Projetの説明
TwitterProjet
モデル＆Discussion
映像をオンラインでコメントしま
しょう
プレゼン1
「⽇本⼈学⽣のHobby」（友達の知らない⾃分のこと・⾝近
な詩的な瞬間）
モデル（２）＆Discussion

9

担当教員

同上

10

担当教員

同上

11

担当教員

同上

12

担当教員

capsule 4

13

担当教員

capsule 4

14

担当教員

capsule 5

書き取り
「映画と⼩説」
関係代名詞

15

担当教員

capsule 5

shadowing
"Tout est relatif!"

16

担当教員

17

担当教員

capsule 6

shadowing
「⾒るべき映画（２）」「名作について話す」

18

担当教員

capsule 7

書き取り
現在分詞

19

担当教員

capsule 7

"Changer de vie"
復習＆Discussion

20

担当教員

capsule 8

capsule 6

Interaction:友達のプレゼンについて感想を述べる
「家族とは何か」
モデル＆Discussion
まとめ
プレゼンについてDiscussion
書き取り
会話フランス語
「誕⽣⽇」https://www.podcastfrancaisf
acile.com/vocabulaire/vocabulaire-anniversaire.html
shadowing
テキストを理解する Interaction

書き取り
「⾒るべき映画」
⾃⼰発信 「⾃分の意⾒を述べる・作品を評価する」

書き取り
語彙
shadowing
⾳読 interaction
現在分詞を使ってinterviewする

21

担当教員

capsule 8

22

担当教員

Projet 2 お芝居を書く

projetの説明
”Plan”を作成する
Discussion

23

担当教員

同上

原稿づくり ”scene 1"

24

担当教員

同上

原稿づくり ”scene２”

25

担当教員

同上

原稿づくり "scene3"

26

担当教員

Projet お芝居

リハ
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27

担当教員

Projetお芝居

発表会

28

担当教員

Projetお芝居

発表会

29

担当教員

Projetお芝居

反省・discussion

30

担当教員

Projetお芝居

期末試験
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授業科⽬名

フランス語上級II

授業形態

演習

英語科⽬名

Advanced French Level II

開講学期

後期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

逸⾒ヴィアート

ナンバリング

2320

クロエ

科⽬担当者
授業の概要
上級は選択科⽬であることから、フランス語コミュニケーションの5技能において、CEFR A1+レベルに到達した受講⽣
のさらなるステップアップを⽬指す。クラス内でのプレゼンテーションや簡単なデイスカッションなどのコミュニケー
ションを通じて、具体的な課題に取り組むことでA2レベルのフランス語を⾝につける。
フランス語圏への留学や、簡単な⽇本語—フランス語通訳を⽬標にする。確実にステップアップするために、2⼈でペア
になって練習するなど多彩なアクティヴィテを⾏い、CEFRでA2レベルの学習を⾏う。通信⽂、報告書など各種の教材
を読むことによりフランス語的発想を知り、論理的な表現法を学ぶ。スピーチ原稿などを実際に書き、それを発表する
ことで、フランス語コミュニケーション能⼒を習得する。評価には、CEFR のCan Do リストを⽤いる。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
フランス語中級I/IIを履修した⼈を対象にした授業です。
フランス社会・⽂化を始め、異⽂化への理解と興味を基に「社会問題」「⾃⼰発信」「判断のための情報収集」「論理
性」を⽬標として活動します。
語彙を覚えて、interactionを訓練します。
成績評価⽅法
授業参加（グループワーク・ペアワーク活動への参加・課題提出等）︓40%
⾔語学習カウンセリング（学期中に１回）:２0％
⼩プレゼン（3回）︓40％
※原則として期末試験や⼩テストなどの追試は⼀切⾏いませんので、注意してください。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
週に2回の授業は連動します。
外国語学習に積極的な参加が不可⽋です。どんどん表現しましょう。
予習・復習は毎回各９０分以上⾏うこと。
テキスト・参考書
授業内で案内します。online教材・moodleを利⽤します。
オフィスアワー
授業の前後とします。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内で返却して、MoodlePlatformを利⽤します。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

1

担当

担当教員

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

Capsule 9 過去を使って話す

シラバスの内容を確認して、過去形の使い分け（複合過
去・半過去・⼤過去）を復習します。
”Parler de ses souvenirs”, le passé et moi.

capsule 9

Shadowing
異⽂化 ”Les vacances en France".
⽇記を書く
フランス教育の年間スケジュール

2

担当教員

3

担当教員 Capsule 10

書き取り
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未来

（未来形の使い分け）

会話フランス語 テーマ ”la rentrée"
未来形を使って質問をします。
時間を表す⾔い回し

担当教員

capsule 10

shadowing
⾃⼰発信 計画を⽴てる
Interaction
３０年後のフランコフォニーの国々の⼈⼝

担当教員

Capsule 11
原因と結果を表す

書き取り
家事・男⼥平等について話す
https://www.podcastfrancaisfacile.com/vocabulaire/inegalite
s-homme-femme.html

担当教員

capsule 11

Shadowing
"Ce n'est pas juste"
男⼥平等 （２）
男⼥間の労働不平等
フランスのフェミニスト運動

7

担当教員

capsule 12
命令法

書き取り
重傷
「病」について話す
語彙︓体

8

担当教員

capsule 12

Shadowing
「痛い」
フランスの社会保険制度

9

担当教員

まとめ

Interaction︓⽇本語を教える
Lessonの内容を決める

10

担当教員

まとめ
⽇本語を教える（２）

⽇本語を教える
レッソンを作成します

11

担当教員

まとめ
⽇本語を教える

Training

12

担当教員

まとめ
⽇本語を教える

発表会
録画

担当教員

capsule 13
仮定法

shadowing
総合復習
会話︓転勤
労働界と⾃分

4

5

6

13

⽇本語を教える

就職活動

14

担当教員

capsule 13

shadowing
「理想的な仕事」
労働界を考える
就職活動
フランスと労働を考える

15

担当教員

capsule 14
受動態と仮定法
「市⺠性」

書き取り
"reac!" (反動的な⼈)
市⺠性
shadowing
⾃⼰主義と⺠主主義
市⺠性
最近のフランスの社会運動

担当教員

Capsule 14

17

担当教員

Capsule 15
後悔する
仮定法と過去分詞

18

担当教員

capsule 15

shadowing
条件法の過去を使って、後悔する
曲︓Starmania "le blues du businessman"

19

担当教員

capsule 16
接続法

書き取り︓後悔する
毎⽇の⾏動をどう変更するか
語彙︓家

20

担当教員

capsule 16

16

shadowing⾃⼰主義と⺠主主義
会話 interaction:緊縮財政
条件法の過去
語彙︓気持ちの表現

shadowing
「夢の家」
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接続法
フランスのお住まい（フランスとカナダの不動産）

21

担当教員

capsule 17 間接話法

書き取り 「夢の家」
会話︓「伝えてください」
愛について
「⾔う」を表わす動詞

22

担当教員

capsule 17

shadowing
「どうかな︖」
愛について考える
フランス⼈と愛

23

担当教員

異⽂化プロジェクト

書き取り︓「どうかな︖」
異⽂化プレゼン
planを作成するとは何か

24

担当教員

異⽂化プロジェクト

プラン作成
introを書く

25

担当教員

異⽂化プロジェクト

Discussion
結論を書く

26

担当教員

異⽂化プロジェクト

プレゼン発表会 （練習）

27

担当教員

異⽂化プロジェクト

プレゼン （練習）

28

担当教員

異⽂化プロジェクト

プレゼン発表 評価

29

担当教員

異⽂化プロジェクト

30

担当教員

異⽂化プロジェクト

プレゼン発表 評価
プレゼン発表 評価
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授業科⽬名

中国語初級I

授業形態

演習

英語科⽬名

Beginning Chinese Level I

開講学期

前期

対象学年

1

単位数

2

科⽬責任者

藤本 健⼀

ナンバリング

2321

科⽬担当者
授業の概要
本授業ではでは中国語の発⾳と⽂法を基礎から学習し、⽇常⽣活での初歩的なコミュニケーション能⼒を⾝につける
ことを⽬的とする。授業は毎週2回開講し、中国語未習者向けの教材2冊をそれぞれ週1回ずつ学び、1年通して学習す
る。
『改訂版 ⼤学⽣のための初級中国語24回』は⽇本語ネイティブ教員が担当し、「読む、書く」能⼒を中⼼に5技能を
総合的に学び、『初級中国語きっかけ24』は中国語ネイティブ教員が担当し、「聞く、話す、やり取りする」の3技能を
重点的に鍛えていく。
前期の前半は、中国語未習者にとって、もっとも難しいとされる声調を含んだ発⾳の学習を集中的に⾏う。中国語発
⾳表記法であるピンインを多⽤し、⾳声を聞きながらのリピート練習を⾏い、発⾳の定着を図る。後半は基本的なあい
さつやコミュニケーションの場⾯を想定した会話⽂で、⽇常⽣活の⾝近な表現と基礎的な語法や⽂法事項を学びなが
ら、ロールプレイ形式での練習を通して、語彙や表現を学ぶとともに中国語的な会話の流れも習得する。これにより、C
EFRによる「読み、聞き、書き、話す、やりとりする」5技能をバランスよく学習する。同時に、教室内の授業と平⾏し
て⾔語学習センター(Language Learning Center、第2教育棟2階)における⾔語学習カウンセリングと⾃習を組み合わせ、
授業との相乗効果を図る。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
授業の達成⽬標
1.声調を含む発⾳を正しく発声することができる。
2.基礎単語約500語、ピンインの読み⽅と綴り⽅、基本⽂型、基本⽂法事項を理解して、読んだり書いたりすることがで
きる。
3.⽇常で使⽤する簡単な表現は、ゆっくりとしたスピードであればそれを聴き取り、内容を理解することができる。
4.⽇常の簡単な表現を⽤いて、基本的なあいさつや紹介などの会話ができ、相⼿との基本的なやりとりが成⽴する。
成績評価⽅法
課題の提出および授業参加度（50％）、期末試験（50％）の結果に基づき評価する。なお、3分の2以上の出席を評価の
前提条件とし、⽋席・遅刻は減点とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
中国語におけるコミュニケーションは発⾳が半分以上を占めるといっても過⾔ではない。⽇本語にはない発⾳も多い
ため、教科書に付属の⾳声教材を繰り返し聞いて、それを声に出して真似しながら反復練習を重ね、正しい発⾳と表現
⽅法をマスターすること。授業時に指⽰する予習を⾏い授業に臨むこと。授業後の復習も⽋かさないこと。各学期⼀度
は⾔語学習カウンセリングを受けること。中⽇辞典を⽤意し、毎回授業に持参すること。
テキスト・参考書
教科書︓『改訂版 ⼤学⽣のための初級中国語24回』⽩帝社（担当︓板垣、⼤江、藤本）、『初級中国語きっかけ24』
朝⽇出版社（担当︓祝、潘、徐）
辞書︓『中⽇辞典』講談社第3版 もしくは『中⽇辞典』⼩学館第3版
参考書︓『はじめての中国語学習辞典』相原茂編著、その他の参考書は授業にて随時提⽰する
オフィスアワー
国際教養学部教員研究室（事前メール受付で随時対応）
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内で適宜返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数
１

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

『⼤学⽣のための初級中国語24
【予習60分】教科書7〜10ページを読み、ダウンロードし
たモデル⾳声を聞いてみて、中国語に対する基本的な理解
回』
・授業に関する総合的なガイダン を得たうえで授業に臨む。
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ス
・中国とは
・中国語とは
・第1課 声調

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

【復習60分】モデル⾳声を繰り返し聞き、四声の発⾳をマ
スターする。

『きっかけ24』
・ガイダンス
・Lesson1 声調

【予習60分】教科書33〜34ページを読み、ダウンロードし
たモデル⾳声を聞いてみて、中国語に対する基本的な理解
を得たうえで授業に臨む。
【復習60分】モデル⾳声を繰り返し聞き、四声の発⾳をマ
スターする。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第1課
・声調の復習
・単⺟⾳
・複⺟⾳
・声調符号のつけ⽅

【予習60分】学習範囲のモデル⾳声を繰り返し聞き、それ
を真似てすべて読めるように反復練習する。
【復習60分】学習した発⾳について、ピンインを⾒ただけ
ですべてすらすら読めるように練習する。

『きっかけ24』Lesson1
・声調の復習
・単⺟⾳
・複⺟⾳

【予習60分】学習範囲のモデル⾳声を繰り返し聞き、それ
を真似てすべて読めるように反復練習する。
【復習60分】学習した発⾳について、ピンインを⾒ただけ
ですべてすらすら読めるように練習する。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第2課
・前回の復習
・⼦⾳

【予習60分】学習範囲のモデル⾳声を繰り返し聞き、それ
を真似てすべて読めるように反復練習する。
【復習60分】学習した発⾳について、ピンインを⾒ただけ
ですべてすらすら読めるように練習する。

『きっかけ24』Lesson2
・⺟⾳の復習
・声⺟（⼦⾳）
・無気⾳と有気⾳
・そり⾆⾳
・消えるoとe

【予習60分】学習範囲のモデル⾳声を繰り返し聞き、それ
を真似てすべて読めるように反復練習する。
【復習60分】学習した発⾳について、ピンインを⾒ただけ
ですべてすらすら読めるように練習する。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第3課
・前回の復習
・⿐⺟⾳
・軽声
・親族名称
・⼈称代詞
発⾳チェックリスト配布

【予習60分】学習範囲のモデル⾳声を繰り返し聞き、それ
を真似てすべて読めるように反復練習する。
【復習60分】学習した発⾳について、ピンインを⾒ただけ
ですべてすらすら読めるように練習する。

『きっかけ24』Lesson3
・前回の復習
・⿐⾳を伴う⺟⾳
・またしても消えるe

【予習60分】学習範囲のモデル⾳声を繰り返し聞き、それ
を真似てすべて読めるように反復練習する。
【復習60分】学習した発⾳について、ピンインを⾒ただけ
ですべてすらすら読めるように練習する。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第4課
・前回の復習
・声調変化
・ｒ化
・声調の組み合わせ
・あいさつ⾔葉

【予習60分】学習範囲のモデル⾳声を繰り返し聞き、それ
を真似てすべて読めるように反復練習する。
【復習60分】学習した発⾳について、ピンインを⾒ただけ
ですべてすらすら読めるように練習する。

『きっかけ24』Lesson4
・前回の復習
・声調変化
・軽声
・声調の組み合わせ
・ｒ化

【予習60分】学習範囲のモデル⾳声を繰り返し聞き、それ
を真似てすべて読めるように反復練習する。
【復習60分】学習した発⾳について、ピンインを⾒ただけ
ですべてすらすら読めるように練習する。
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・あいさつ⽤語

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第5課
・⽂法、本⽂、チャレンジ、ドリ
ル
・ディクテーション

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）ドリルを解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『きっかけ24』Lesson5
・本⽂、語法ポイント、ドリル、
練習問題
・ヒアリング、スピーキングの練
習、応答練習

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）練習問題を解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第6課
・⽂法、本⽂、チャレンジ、ドリ
ル
・ディクテーション

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）ドリルを解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『きっかけ24』Lesson6
・本⽂、語法ポイント、ドリル、
練習問題
・ヒアリング、スピーキングの練
習、応答練習

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）練習問題を解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』
・中国語の歴史・⽂化・社会①
1.中国の歴史・⽂化・社会への理
解を深めるための動画・DVD鑑賞
2.感想の発表

【予習60分】中国の歴史⽂化、社会について知識を得てお
く。
【復習60分】さらに理解を深めるための動画やDVDを鑑賞
する。

『きっかけ24』
・中国語の歴史・⽂化・社会②
1.中国の歴史・⽂化・社会への理
解を深めるための動画・DVD鑑賞
2.感想の発表

【予習60分】中国の歴史⽂化、社会について知識を得てお
く。
【復習60分】さらに理解を深めるための動画やDVDを鑑賞
する。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第7課
・⽂法、本⽂、チャレンジ、ドリ
ル
・ディクテーション

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）ドリルを解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『きっかけ24』Lesson7
・本⽂、語法ポイント、ドリル、
練習問題
・ヒアリング、スピーキングの練
習、応答練習

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）練習問題を解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。
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『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第8課
・⽂法、本⽂、チャレンジ、ドリ
ル
・ディクテーション

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）ドリルを解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『きっかけ24』Lesson8
・本⽂、語法ポイント、ドリル、
練習問題
・ヒアリング、スピーキングの練
習、応答練習

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）練習問題を解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第9課
・⽂法、本⽂、チャレンジ、ドリ
ル
・ディクテーション

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）ドリルを解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『きっかけ24』Lesson9
・本⽂、語法ポイント、ドリル、
練習問題
・ヒアリング、スピーキングの練
習、応答練習

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）練習問題を解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第10課
・⽂法、本⽂、チャレンジ、ドリ
ル
・ディクテーション

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）ドリルを解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『きっかけ24』Lesson10
・本⽂、語法ポイント、ドリル、
練習問題
・ヒアリング、スピーキングの練
習、応答練習

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）練習問題を解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第11課
・⽂法、本⽂、チャレンジ、ドリ
ル
・ディクテーション

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）ドリルを解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『きっかけ24』Lesson11
・本⽂、語法ポイント、ドリル、
練習問題
・ヒアリング、スピーキングの練
習、応答練習

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）練習問題を解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。
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『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第12課
・⽂法、本⽂、チャレンジ、ドリ
ル
・ディクテーション

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）ドリルを解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『きっかけ24』Lesson12
・本⽂、語法ポイント、ドリル、
練習問題
・ヒアリング、スピーキングの練
習、応答練習

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）練習問題を解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』
・前期の総復習

【予習60分】既習内容を再度確認し、すべて中国語でも書
けるように準備しておく。
【復習60分】これまでの学習を振り返り、改善点を⾒つけ
後期の授業に活かす。

『きっかけ24』
・前期の総復習

【予習60分】既習の基本表現をおさらいしたうえで⽂章を
作成し、繰り返し練習しておく。
【復習60分】これまでの学習を振り返り、改善点を⾒つけ
後期の授業に活かす。
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授業科⽬名

中国語チャレンジクラス初級I

授業形態

演習

英語科⽬名

Enriched Chinese Beginning Level I

開講学期

前期

対象学年

1

単位数

1

科⽬責任者

藤本 健⼀

ナンバリング

2322

科⽬担当者
授業の概要
本授業は発⾳矯正とHSK1級合格のための対策を中⼼とする。
正確な発⾳を修得するにはモデル発⾳の模倣はもちろんのこと、⾃⾝の発⾳を客観的に認識し⾃⼰点検できることも重
要である。そのためには、発⾳時の⼝の形を鏡などで確認すること、⾃⾝の発⾳を録⾳しモデル⾳声と聴き⽐べるこ
と、他⼈の意⾒を参考にすることが必要である。この授業ではほかの授業よりも発⾳指導の時間を多く取り、授業内で
反復練習も⼗分にできるようにしていきたい。
HSK対策については必須の⽂法事項を解説するとともに、過去問で傾向を分析する。リスニング問題を苦⼿とする学⽣
も多く⾒てきたが、読める・聴き取れる語彙を増やすことで改善されていく。聞く・読む⼒を鍛えるために、この授業
ではディクテーションと⾳読を中⼼に練習を重ね、また語句整序問題で書く⼒も鍛えていく。ディクテーションは単語
と語句それぞれについて毎回実施予定。⾳読は単に読めるのではなく、正確かつ聞き取りやすい読み⽅に注意しながら
⾳読できるように練習する。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
授業の達成⽬標

1. 声調を含む発⾳を正しく発声することができる。
2. HSK1級レベルの語彙・⽂型を理解して、読んだり書いたりすることができる。
3. HSK1級レベルの語句を聴き取り、内容を理解することができる。
成績評価⽅法
授業参加度（50%）、期末テスト（50％）の結果に基づき評価する。なお、3分の2以上の出席を評価の前提条件とし、
⽋席・遅刻は減点とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
本授業は発⾳矯正およびHSK1級対策を中⼼とするため、正確な発⾳を⾝に付けたい、またはHSK1級に合格したい学⽣
にのみ履修してほしい。
また、毎回の授業で指⽰される予習を⾏い授業に臨むこと、復習も⽋かさないこと。どちらも声に出して反復練習する
ことが望ましい。
テキスト・参考書
教科書︓なし。授業時に適宜教材を配布する。
辞書︓『中⽇辞典』講談社第３版 もしくは『中⽇辞典』⼩学館第３版
参考書︓『中国語検定HSK公式過去問集１級[2018年度版]』、国家漢弁/孔⼦学院総部(著)、株式会社スプリックス出版。
その他の参考書は授業にて随時提⽰する。
オフィスアワー
国際教養学部教員研究室（事前メール受付で随時対応）
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内で適宜返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

1

2

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

・ガイダンス
・声調

【予習60分】中国語の検定試験について調べる。
【復習60分】四声の符号とその発⾳のポイントを覚えて、
繰り返し発⾳練習する。

・声調の復習
・⺟⾳①（単⺟⾳）

【予習60分】配布された教材を参考に発⾳を練習してみ
る。
【復習60分】第⼀声から第四声の順に声調を変えて、単⺟
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⾳の発⾳練習をする。

3

・声調、⺟⾳①の復習
・⺟⾳②（複⺟⾳）

【予習60分】配布された教材を参考に発⾳を練習してみ
る。
【復習60分】声調を変えて複⺟⾳の発⾳練習をする。

4

・⺟⾳①②の復習
・⺟⾳③（⿐⺟⾳）

【予習60分】配布された教材を参考に発⾳を練習してみ
る。
【復習60分】声調を変えて⿐⺟⾳の発⾳練習をする。

5

・⺟⾳①②③の復習
・⼦⾳①（唇⾳、⾆尖⾳）

【予習60分】配布された教材を参考に発⾳を練習してみ
る。
【復習60分】⺟⾳を⼊れ替えて、唇⾳と⾆尖⾳の発⾳練習
をする。

6

・⺟⾳、⼦⾳①の復習
・⼦⾳②（⾆根⾳、⾆⾯⾳）

【予習60分】配布された教材を参考に発⾳を練習してみ
る。
【復習60分】⺟⾳を⼊れ替えて、⾆根⾳と⾆⾯⾳の発⾳練
習をする。

7

・⺟⾳、⼦⾳①②の復習
・⼦⾳③（捲⾆⾳、⾆⻭⾳）

【予習60分】配布された教材を参考に発⾳を練習してみ
る。
【復習60分】⺟⾳を⼊れ替えて、捲⾆⾳と⾆⻭⾳の発⾳練
習をする。

8

9

10

11

12

13

・発⾳の総復習

・HSK1級対策①

・HSK1級対策②

・HSK1級対策③

・HSK1級対策④

・HSK1級対策⑤

14

・HSK1級模擬試験と解説

15

・総合復習

【予習60分】発⾳できない⾳がないか再確認する。
【復習60分】声調、⺟⾳、⼦⾳の組み合わせを変えながら
発⾳練習する。
【予習60分】配布された教材を少なくとも３回通して、声
に出して⾳読する。
【復習60分】学習した単語・語句を暗記し、正確に書ける
まで繰り返し練習する。
【予習60分】配布された教材を少なくとも３回通して、声
に出して⾳読する。
【復習60分】学習した単語・語句を暗記し、正確に書ける
まで繰り返し練習する。
【予習60分】配布された教材を少なくとも３回通して、声
に出して⾳読する。
【復習60分】学習した単語・語句を暗記し、正確に書ける
まで繰り返し練習する。
【予習60分】配布された教材を少なくとも３回通して、声
に出して⾳読する。
【復習60分】学習した単語・語句を暗記し、正確に書ける
まで繰り返し練習する。
【予習60分】配布された教材を少なくとも３回通して、声
に出して⾳読する。
【復習60分】学習した単語・語句を暗記し、正確に書ける
まで繰り返し練習する。
【予習60分】既習内容を全て⾒返す。
【復習60分】理解が不⼗分な箇所を整理し、同様のミスを
しないよう復習する。
【予習60分】これまでの学習を振り返り、修得・未修得の
事項を確認し、疑問点を質問できるように準備する。
【復習60分】既習内容（発⾳、語彙、⽂法）を完璧にす
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る。
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授業科⽬名

中国語初級II

授業形態

演習

英語科⽬名

Beginning Chinese Level II

開講学期

前期

対象学年

1

単位数

2

科⽬責任者

藤本 健⼀

ナンバリング

2323

科⽬担当者
授業の概要
前記に引き続き中国語の発⾳と⽂法を基礎から学習し、⽇常⽣活での初歩的なコミュニケーション能⼒を⾝につける
ことを⽬的とする。授業は毎週2回開講し、中国語未習者向けの教材2冊をそれぞれ週1回ずつ学び、1年通して学習す
る。
『改訂版 ⼤学⽣のための初級中国語24回』は⽇本語ネイティブ教員が担当し、「読む、書く」能⼒を中⼼に5技能を
総合的に学び、『初級中国語きっかけ24』は中国語ネイティブ教員が担当し、「聞く、話す、やり取りする」の3技能を
重点的に鍛えていく。
後期は発⾳や基本的な語法を学びながら、発⾳の⼀層の定着と語彙⼒・読解⼒・聴解⼒・会話⼒の強化を図るととも
に、補助教材を通して中国⽂化や中国社会に対する知識を深める。同時に、教室内の授業と平⾏して⾔語学習センター
(Language Learning Center、第2教育棟2階)における⾔語学習カウンセリングと⾃習を組み合わせ、授業との相乗効果を
図る。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
授業の達成⽬標
1.声調を含む発⾳を正しく発声することができる。
2.基礎単語約800語、ピンインの読み⽅と綴り⽅、基本⽂型、基本⽂法事項を理解して、読んだり書いたりすることがで
きる。
3.⽇常で使⽤する簡単な表現は、ゆっくりとしたスピードであればそれを聴き取り、内容を理解することができる。
4.⽇常の簡単な表現を⽤いて、基本的なあいさつや紹介などの会話ができ、相⼿との基本的なやりとりが成⽴する。
成績評価⽅法
課題の提出および授業参加度（50％）、期末試験（50％）の結果に基づき評価する。なお、3分の2以上の出席を評価の
前提条件とし、⽋席・遅刻は減点とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
前期に引き続き教科書付属の⾳声教材を繰り返し聞いて、それを声に出して真似しながら反復練習を重ね、正しい発
⾳と表現⽅法をマスターすること。授業時に指⽰する予習を⾏い授業に臨むこと。授業後の復習も⽋かさないこと。各
学期⼀度は⾔語学習カウンセリングを受けること。中⽇辞典を⽤意し、毎回授業に持参すること。
テキスト・参考書
教科書︓『改訂版 ⼤学⽣のための初級中国語24回』⽩帝社（担当︓板垣、⼤江、藤本）、『初級中国語きっかけ24』
朝⽇出版社（担当︓祝、潘、徐）
辞書︓『中⽇辞典』講談社第3版 もしくは『中⽇辞典』⼩学館第3版
参考書︓『はじめての中国語学習辞典』相原茂編著、その他の参考書は授業にて随時提⽰する
オフィスアワー
国際教養学部教員研究室（事前メール受付で随時対応）
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内で適宜返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

１

担当

授業内容
『⼤学⽣のための初級中国語24
回』
・前期の復習
・後期の⽬標

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
【予習60分】前期の学習内容を通して2回⾳読し、すらす
ら読めるか、疑問点がないか確認する。
【復習60分】後期の⽬標と学習計画を決める。
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『きっかけ24』
・前期の復習
・夏休みについて話す

【予習60分】（1）前期の学習内容を通して2回⾳読し、す
らすら読めるか、疑問点がないか確認する。（2）夏休みの
出来事について中国語で話せるように準備しておく。
【復習60分】新しく学んだことを応⽤できるように復習す
る。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第13課
・⽂法、本⽂、チャレンジ、ドリ
ル
・ディクテーション

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）ドリルを解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『きっかけ24』Lesson13
・本⽂、語法ポイント、ドリル、
練習問題
・ヒアリング、スピーキングの練
習、応答練習

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）練習問題を解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第14課
・⽂法、本⽂、チャレンジ、ドリ
ル
・ディクテーション

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）ドリルを解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『きっかけ24』Lesson14
・本⽂、語法ポイント、ドリル、
練習問題
・ヒアリング、スピーキングの練
習、応答練習

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）練習問題を解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第15課
・⽂法、本⽂、チャレンジ、ドリ
ル
・ディクテーション

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）ドリルを解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『きっかけ24』Lesson15
・本⽂、語法ポイント、ドリル、
練習問題
・ヒアリング、スピーキングの練
習、応答練習

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）練習問題を解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第16課
・⽂法、本⽂、チャレンジ、ドリ
ル
・ディクテーション

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）ドリルを解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『きっかけ24』Lesson16

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
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・本⽂、語法ポイント、ドリル、
練習問題
・ヒアリング、スピーキングの練
習、応答練習

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）練習問題を解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第17課
・⽂法、本⽂、チャレンジ、ドリ
ル
・ディクテーション

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）ドリルを解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『きっかけ24』Lesson17
・本⽂、語法ポイント、ドリル、
練習問題
・ヒアリング、スピーキングの練
習、応答練習

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）練習問題を解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第18課
・⽂法、本⽂、チャレンジ、ドリ
ル
・ディクテーション

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）ドリルを解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『きっかけ24』Lesson18
・本⽂、語法ポイント、ドリル、
練習問題
・ヒアリング、スピーキングの練
習、応答練習

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）練習問題を解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』
・第18課までの復習

【予習60分】既習内容を整理し、中国語に訳せて、書ける
ようにする。
【復習60分】習熟度の低いところをよく復習する。

『きっかけ24』
・Lesson18までの復習

【予習60分】既習内容を⾒返して、ロールプレイングで使
う⽂章を繰り返し練習しておく。
【復習60分】発⾳で正確さに⽋ける部分、表現を⼯夫でき
るところを再確認し繰り返し練習する。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第19課
・⽂法、本⽂、チャレンジ、ドリ
ル
・ディクテーション

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）ドリルを解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『きっかけ24』Lesson19
・本⽂、語法ポイント、ドリル、
練習問題
・ヒアリング、スピーキングの練
習、応答練習

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）練習問題を解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
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くらいに反復練習する。

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第20課
・⽂法、本⽂、チャレンジ、ドリ
ル
・ディクテーション

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）ドリルを解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『きっかけ24』Lesson20
・本⽂、語法ポイント、ドリル、
練習問題
・ヒアリング、スピーキングの練
習、応答練習

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）練習問題を解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第21課
・⽂法、本⽂、チャレンジ、ドリ
ル
・ディクテーション

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）ドリルを解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『きっかけ24』Lesson21
・本⽂、語法ポイント、ドリル、
練習問題
・ヒアリング、スピーキングの練
習、応答練習

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）練習問題を解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第22課
・⽂法、本⽂、チャレンジ、ドリ
ル
・ディクテーション

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）ドリルを解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『きっかけ24』Lesson22
・本⽂、語法ポイント、ドリル、
練習問題
・ヒアリング、スピーキングの練
習、応答練習

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）練習問題を解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第23課
・⽂法、本⽂、チャレンジ、ドリ
ル
・ディクテーション

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）ドリルを解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『きっかけ24』Lesson23
・本⽂、語法ポイント、ドリル、
練習問題
・ヒアリング、スピーキングの練

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）練習問題を解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
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習、応答練習

２７

２８

２９

３０

較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』第24課
・⽂法、本⽂、チャレンジ、ドリ
ル
・ディクテーション

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）ドリルを解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『きっかけ24』Lesson24
・本⽂、語法ポイント、ドリル、
練習問題
・ヒアリング、スピーキングの練
習、応答練習

【予習60分】（1）学習範囲の内容をすべてすらすら読め
るように通して3回以上声に出して⾳読する。（2）すべて
和訳し、疑問点を授業中に質問できるように準備する。
（3）練習問題を解く。
【復習60分】（1）⾃分の発⾳を録⾳し、モデル⾳声と⽐
較しながらセルフチェックを⾏う。（2）本⽂を暗唱できる
くらいに反復練習する。

『⼤学⽣のための初級中国語24
回』
・後期の総復習

【予習60分】既習内容を再度確認し、すべて中国語でも書
けるように準備しておく。
【復習60分】これまでの学習を振り返り、改善点を⾒つけ
2年次に活かす。

『きっかけ24』
・後期の総復習

【予習60分】既習の基本表現をおさらいしたうえで⽂章を
作成し、繰り返し練習しておく。
【復習60分】これまでの学習を振り返り、改善点を⾒つけ
2年次に活かす。
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授業科⽬名

中国語チャレンジクラス初級II

授業形態

演習

英語科⽬名

Enriched Chinese Beginning Level Ⅱ

開講学期

後期

対象学年

1

単位数

1

科⽬責任者

藤本 健⼀

ナンバリング

2324

科⽬担当者
授業の概要
本授業は発⾳矯正とHSK２級および３級合格のための対策を中⼼とする。
正確な発⾳を修得するにはモデル発⾳の模倣はもちろんのこと、⾃⾝の発⾳を客観的に認識し⾃⼰点検できることも重
要である。そのためには、発⾳時の⼝の形を鏡などで確認すること、⾃⾝の発⾳を録⾳しモデル⾳声と聴き⽐べるこ
と、他⼈の意⾒を参考にすることが必要である。この授業ではほかの授業よりも発⾳指導の時間を多く取り、授業内で
反復練習も⼗分にできるようにしていきたい。
HSK対策については必須の⽂法事項を解説するとともに、過去問で傾向を分析する。リスニング問題を苦⼿とする学⽣
も多く⾒てきたが、読める・聴き取れる語彙を増やすことで改善されていく。聞く・読む⼒を鍛えるために、この授業
ではディクテーションと⾳読を中⼼に練習を重ね、また語句整序問題で書く⼒も鍛えていく。ディクテーションは単語
と語句それぞれについて毎回実施予定。⾳読は単に読めるのではなく、正確かつ聞き取りやすい読み⽅に注意しながら
⾳読できるように練習する。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
授業の達成⽬標

1. 声調を含む発⾳を正しく発声することができる。
2. HSK２〜３級レベルの語彙・⽂型を理解して、読んだり書いたりすることができる。
3. HSK２〜３級レベルの語句を聴き取り、内容を理解することができる。
4. HSK２級または３級に合格する。
成績評価⽅法
授業参加度（50%）、期末テスト（50％）の結果に基づき評価する。なお、３分の２以上の出席を評価の前提条件と
し、⽋席・遅刻は減点とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
本授業は発⾳矯正およびHSK2〜3級対策を中⼼とするため、正確な発⾳を⾝に付けたい、またはHSK2〜3級に合格した
い学⽣にのみ履修してほしい。
また、毎回の授業で指⽰される予習を⾏い授業に臨むこと、復習も⽋かさないこと。どちらも声に出して反復練習する
ことが望ましい。
テキスト・参考書
教科書︓なし。授業時に適宜教材を配布する。
辞書︓『中⽇辞典』講談社第３版 もしくは『中⽇辞典』⼩学館第３版
参考書︓『中国語検定HSK公式過去問集２級[2018年度版]』と『中国語検定HSK公式過去問集３級[2018年度版]』、どち
らも国家漢弁/孔⼦学院総部(著)、株式会社スプリックス出版。その他の参考書は授業にて随時提⽰する。
オフィスアワー
国際教養学部教員研究室（事前メール受付で随時対応）
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内で適宜返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

1

・ガイダンス
・HSK２級対策①

【予習60分】HSK１級の単語で忘れているものがないか確
認する。
【復習60分】学習した単語・語句を暗記し、正確に書ける
まで繰り返し練習する。

2

・HSK2級対策②

【予習60分】配布された教材を少なくとも３回通して、声
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に出して⾳読する。
【復習60分】学習した単語・語句を暗記し、正確に書ける
まで繰り返し練習する。

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

・HSK2級対策③

・HSK2級対策④

・HSK2級対策⑤

・HSK2級模擬試験と解説

・HSK3級対策①

・HSK3級対策②

・HSK3級対策③

・HSK3級対策④

・HSK3級対策⑤

・HSK3級対策⑥

・HSK3級対策⑦

・HSK3級模擬試験と解説

【予習60分】配布された教材を少なくとも３回通して、声
に出して⾳読する。
【復習60分】学習した単語・語句を暗記し、正確に書ける
まで繰り返し練習する。
【予習60分】配布された教材を少なくとも３回通して、声
に出して⾳読する。
【復習60分】学習した単語・語句を暗記し、正確に書ける
まで繰り返し練習する。
【予習60分】配布された教材を少なくとも３回通して、声
に出して⾳読する。
【復習60分】学習した単語・語句を暗記し、正確に書ける
まで繰り返し練習する。
【予習60分】既習内容を全て⾒返す。
【復習60分】理解が不⼗分な箇所を整理し、同様のミスを
しないよう復習する。
【予習60分】HSK１〜２級の単語で忘れているものがない
か確認する。配布された教材を少なくとも３回通して、声
に出して⾳読する。
【復習60分】学習した単語・語句を暗記し、正確に書ける
まで繰り返し練習する。
【予習60分】配布された教材を少なくとも３回通して、声
に出して⾳読する。
【復習60分】学習した単語・語句を暗記し、正確に書ける
まで繰り返し練習する。
【予習60分】配布された教材を少なくとも３回通して、声
に出して⾳読する。
【復習60分】学習した単語・語句を暗記し、正確に書ける
まで繰り返し練習する。
【予習60分】配布された教材を少なくとも３回通して、声
に出して⾳読する。
【復習60分】学習した単語・語句を暗記し、正確に書ける
まで繰り返し練習する。
【予習60分】配布された教材を少なくとも３回通して、声
に出して⾳読する。
【復習60分】学習した単語・語句を暗記し、正確に書ける
まで繰り返し練習する。
【予習60分】配布された教材を少なくとも３回通して、声
に出して⾳読する。
【復習60分】学習した単語・語句を暗記し、正確に書ける
まで繰り返し練習する。
【予習60分】配布された教材を少なくとも３回通して、声
に出して⾳読する。
【復習60分】学習した単語・語句を暗記し、正確に書ける
まで繰り返し練習する。
【予習60分】既習内容を全て⾒返す。
【復習60分】理解が不⼗分な箇所を整理し、同様のミスを
しないよう復習する。
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・総合復習

【予習60分】これまでの学習を振り返り、修得・未修得の
事項を確認し、疑問点を質問できるように準備する。
【復習60分】既習内容を完璧にする。
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授業科⽬名

中国語中級I

授業形態

演習

英語科⽬名

Intermediate Chinese Level I

開講学期

前期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

藤本 健⼀

ナンバリング

2325

科⽬担当者
授業の概要
本授業では、１年次の中国語初級で学んだ学習内容を踏まえて、更なるコミュニケーション能⼒の向上を⽬的とする。
具体的には中国語で書かれた中国⽂化や中国社会に関する話しことば、書きことばの両⽅を学び、読解⼒・語彙⼒の強
化を図りつつ、中国語圏に関する知識を習得する。また会話演習授業では、さまざまな対話場⾯を想定したロールプレ
イ形式での練習を通して、聴解⼒・表現⼒の強化を図り、発信型コミュニケーション能⼒を養う。授業を通して、CEFR
の「読み、聞き、書き、話す、やりとりする」５技能をバランスよく学習する。同時に、教室内の授業と平⾏して⾔語
学習センター(Language Learning Center、第２教育棟２階)におけるカウンセリングと⾃習を組み合わせ、授業との相乗
効果を図る。
授業の達成⽬標
1.テキストにある中国語の⽂章を正しい発⾳で⾳読し、内容を理解することができる。
2.基本⽂型、語順と⽂法事項を理解したうえで、⽂章を書くことができる。
3.⽇常で使⽤する会話の表現を⽤いて相⼿に質問ができ、その答えをオリジナルスピードで聴き取り、対話を構築する
ことができる。
4.中国語圏に関する知識を理解し、社会的⽂化的事象を⾃分のことばで説明することができる。
成績評価⽅法
課題の提出および授業参加度（50％）、期末試験（50％）の結果に基づき総合的に評価する。なお、３分の２以上の出
席を評価の前提条件とし、⽋席・遅刻は減点とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
中国語初級を受講していることが受講条件となる。⾳声教材は繰り返し聞いて、⾳読の練習を重ね、正しい発⾳と表現
⽅法をマスターすること。動画の副教材があるので、授業前に該当の動画を視聴するなど、事前の予習を⾏い授業に臨
むこと。予習と同様に、授業後の復習は⽋かさないこと（予習、復習それぞれ60分は⾏うこと）。どちらも⾳声教材を
利⽤して、声に出して反復練習することが望ましい。中⽇辞典を⽤意し、毎回授業に持参すること（電⼦辞書も可とす
る）。
テキスト・参考書
教科書︓『チャイニーズアドベンチャー』⾦星堂（担当︓藤本、⼤江）、『2年⽬からの聞く・話す
帝社（担当︓張、李、徐）
辞書︓『中⽇辞典』講談社第３版もしくは『中⽇辞典』⼩学館第３版、『⽇中辞典』⼩学館第３版
参考書︓『中国語学習辞典』 その他の参考書は授業にて適宜指⽰する

街かど中国語』⽩

オフィスアワー
国際教養学部教員研究室（事前メール受付で随時対応）
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内で適宜返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

1

『チャイニーズアドベンチャー』 【予習60分】1年次の教科書を⾒返し、疑問が残るところ
・授業ガイダンス
は質問できるように準備する。
・1年次の復習
【復習60分】明確な⽬標と具体的な学習計画を⽴て、授業
準備を進める。

2

『街かど中国語』
・授業ガイダンス
・1年次の復習
・「ウォーミングアップ」

【予習60分】（1）1年次に学んだ発⾳をおさらいする。
（2）教科書の「ウォーミングアップ」を予習しておく。
【復習60分】学習範囲の⾳読を録⾳し、モデル⾳声と⽐較
しながらすらすらと読めるようにする。

3

『チャイニーズアドベンチャー』
・第1課 ⼤学校园①
1.语法解释
2.课⽂1（会話）
3.听⼒练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「ドリル」「听⼒练习」を解く。（3）課⽂1のモデ
ル⾳声を聞き、括弧を埋める。
【復習60分】学習範囲についてモデル⾳声を聞いただけで
すべて書き取れるように繰り返し練習する。

『街かど中国語』
・第1課 问路①

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）会話⽂の下線部の空欄を埋める。（3）練習1を解

4

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0400001

1/4

2021/5/18

JUNTENDO PASSPORT

1.基本⽂
2.会話⽂
3.練習1

く。
【復習60分】（1）学習範囲の⾳読を録⾳し、モデル⾳声
と⽐較しながらすらすらと読めるようにする。（2）会話⽂
を暗唱できるまで繰り返し練習する。

5

『チャイニーズアドベンチャー』
・第1課 ⼤学校园②
1.课⽂2（ナレーション）
2.会话练习
3.课外练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「会话练习」の準備をする。（3）「课外练习」を解
き、授業時に提出する。
【復習60分】学習範囲についてモデル⾳声を聞いただけで
すべて書き取れるように繰り返し練習する。

6

『街かど中国語』
・第1課 问路②
1.練習2
2.グループワークと発表

【予習60分】（1）練習2の作⽂を完成させる。（2）作⽂
を暗唱できるくらい練習する。
【復習60分】作⽂の⾳読を録⾳し、提出する。

7

『チャイニーズアドベンチャー』
・第2課 南京路步⾏街①
1.语法解释
2.课⽂1（会話）
3.听⼒练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「ドリル」「听⼒练习」を解く。（3）課⽂1のモデ
ル⾳声を聞き、括弧を埋める。
【復習60分】学習範囲についてモデル⾳声を聞いただけで
すべて書き取れるように繰り返し練習する。

8

『街かど中国語』
・第2課 带路①
1.基本⽂
2.会話⽂
3.練習1

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）会話⽂の下線部の空欄を埋める。（3）練習1を解
く。
【復習60分】（1）学習範囲の⾳読を録⾳し、モデル⾳声
と⽐較しながらすらすらと読めるようにする。（2）会話⽂
を暗唱できるまで繰り返し練習する。

9

『チャイニーズアドベンチャー』
・第2課 南京路步⾏街②
1.课⽂2（ナレーション）
2.会话练习
3.课外练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「会话练习」の準備をする。（3）「课外练习」を解
き、授業時に提出する。
【復習60分】学習範囲についてモデル⾳声を聞いただけで
すべて書き取れるように繰り返し練習する。

10

『街かど中国語』
・第2課 带路②
1.練習2
2.グループワークと発表

【予習60分】（1）練習2の作⽂を完成させる。（2）作⽂
を暗唱できるくらい練習する。
【復習60分】作⽂の⾳読を録⾳し、提出する。

11

『チャイニーズアドベンチャー』
・第3課 晨练①
1.语法解释
2.课⽂1（会話）
3.听⼒练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「ドリル」「听⼒练习」を解く。（3）課⽂1のモデ
ル⾳声を聞き、括弧を埋める。
【復習60分】学習範囲についてモデル⾳声を聞いただけで
すべて書き取れるように繰り返し練習する。

12

『街かど中国語』
・第3課 在美⾷城①
1.基本⽂
2.会話⽂
3.練習1

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）会話⽂の下線部の空欄を埋める。（3）練習1を解
く。
【復習60分】（1）学習範囲の⾳読を録⾳し、モデル⾳声
と⽐較しながらすらすらと読めるようにする。（2）会話⽂
を暗唱できるまで繰り返し練習する。

13

『チャイニーズアドベンチャー』
・第3課 晨练②
1.课⽂2（ナレーション）
2.会话练习
3.课外练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「会话练习」の準備をする。（3）「课外练习」を解
き、授業時に提出する。
【復習60分】学習範囲についてモデル⾳声を聞いただけで
すべて書き取れるように繰り返し練習する。

14

『街かど中国語』
・第3課 在美⾷城②
1.練習2
2.グループワークと発表

【予習60分】（1）練習2の作⽂を完成させる。（2）作⽂
を暗唱できるくらい練習する。
【復習60分】作⽂の⾳読を録⾳し、提出する。

15

『チャイニーズアドベンチャー』
【予習60分】既習内容を整理し、中国語に訳せて、書ける
・第1課から第3課までの復習
ようにする。
1.ディクテーション
【復習60分】習熟度の低いところをよく復習する。
2.⽇⽂中訳（単⽂の通訳練習）

16

『街かど中国語』
・第1課から第3課までの復習
1.空欄補填
2.⾳声のみで会話ロールプレイン
グ

【予習60分】既習内容を⾒返して、ロールプレイングで使
う⽂章を繰り返し練習しておく。
【復習60分】発⾳で正確さに⽋ける部分、表現を⼯夫でき
るところを再確認し繰り返し練習する。
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『チャイニーズアドベンチャー』
・第4課 豫园①
1.语法解释
2.课⽂1（会話）
3.听⼒练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「ドリル」「听⼒练习」を解く。（3）課⽂1のモデ
ル⾳声を聞き、括弧を埋める。
【復習60分】学習範囲についてモデル⾳声を聞いただけで
すべて書き取れるように繰り返し練習する。

18

『街かど中国語』
・第4課 观光①
1.基本⽂
2.会話⽂
3.練習1

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）会話⽂の下線部の空欄を埋める。（3）練習1を解
く。
【復習60分】（1）学習範囲の⾳読を録⾳し、モデル⾳声
と⽐較しながらすらすらと読めるようにする。（2）会話⽂
を暗唱できるまで繰り返し練習する。

19

『チャイニーズアドベンチャー』
・第4課 豫园②
1.课⽂2（ナレーション）
2.会话练习
3.课外练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「会话练习」の準備をする。（3）「课外练习」を解
き、授業時に提出する。
【復習60分】学習範囲についてモデル⾳声を聞いただけで
すべて書き取れるように繰り返し練習する。

20

『街かど中国語』
・第4課 观光②
1.練習2
2.グループワークと発表

【予習60分】（1）練習2の作⽂を完成させる。（2）作⽂
を暗唱できるくらい練習する。
【復習60分】作⽂の⾳読を録⾳し、提出する。

21

『チャイニーズアドベンチャー』
・第5課 国宝⼤熊猫①
1.语法解释
2.课⽂1（会話）
3.听⼒练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「ドリル」「听⼒练习」を解く。（3）課⽂1のモデ
ル⾳声を聞き、括弧を埋める。
【復習60分】学習範囲についてモデル⾳声を聞いただけで
すべて書き取れるように繰り返し練習する。

22

『街かど中国語』
・第5課 丢失的物品、⾛失的⼈①
1.基本⽂
2.会話⽂
3.練習1

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）会話⽂の下線部の空欄を埋める。（3）練習1を解
く。
【復習60分】（1）学習範囲の⾳読を録⾳し、モデル⾳声
と⽐較しながらすらすらと読めるようにする。（2）会話⽂
を暗唱できるまで繰り返し練習する。

23

『チャイニーズアドベンチャー』
・第5課 国宝⼤熊猫②
1.课⽂2（ナレーション）
2.会话练习
3.课外练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「会话练习」の準備をする。（3）「课外练习」を解
き、授業時に提出する。
【復習60分】学習範囲についてモデル⾳声を聞いただけで
すべて書き取れるように繰り返し練習する。

24

『街かど中国語』
・第5課 丢失的物品、⾛失的⼈②
1.練習2
2.グループワークと発表

【予習60分】（1）練習2の作⽂を完成させる。（2）作⽂
を暗唱できるくらい練習する。
【復習60分】作⽂の⾳読を録⾳し、提出する。

25

『チャイニーズアドベンチャー』
・第６課 世界遗产九寨沟①
1.语法解释
2.课⽂1（会話）
3.听⼒练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「ドリル」「听⼒练习」を解く。（3）課⽂1のモデ
ル⾳声を聞き、括弧を埋める。
【復習60分】学習範囲についてモデル⾳声を聞いただけで
すべて書き取れるように繰り返し練習する。

26

『街かど中国語』
・第6課 电车①
1.基本⽂
2.会話⽂
3.練習1

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）会話⽂の下線部の空欄を埋める。（3）練習1を解
く。
【復習60分】（1）学習範囲の⾳読を録⾳し、モデル⾳声
と⽐較しながらすらすらと読めるようにする。（2）会話⽂
を暗唱できるまで繰り返し練習する。

27

『チャイニーズアドベンチャー』
・第６課 世界遗产九寨沟②
1.课⽂2（ナレーション）
2.会话练习
3.课外练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「会话练习」の準備をする。（3）「课外练习」を解
き、授業時に提出する。
【復習60分】学習範囲についてモデル⾳声を聞いただけで
すべて書き取れるように繰り返し練習する。

28

『街かど中国語』
・第6課 电车②
1.練習2
2.グループワークと発表

【予習60分】（1）練習2の作⽂を完成させる。（2）作⽂
を暗唱できるくらい練習する。
【復習60分】作⽂の⾳読を録⾳し、提出する。

17

29

『チャイニーズアドベンチャー』 【予習60分】既習内容をすべて理解し、中国語でも書ける
・前期の総復習
ように準備しておく。
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【復習60分】既習内容で理解が不⼗分なところを明らかに
し、復習する。

30

『街かど中国語』
・前期の総復習

【予習60分】前期に学んだ基本表現をおさらいしたうえで
⽂章を作成し、繰り返し練習しておく。
【復習60分】既習内容でまだ理解できていない箇所を確認
し、質問してクリアにする。会話⽂はクラスメートと繰り
返し練習し、表現⽅法を習得する。
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授業科⽬名

中国語チャレンジクラス中級I

授業形態

演習

英語科⽬名

Enriched Chinese Intermediate Level I

開講学期

前期

対象学年

2

単位数

1

科⽬責任者

藤本 健⼀

ナンバリング

2326

科⽬担当者
授業の概要
本授業は⾳読指導とHSK４級合格のための対策を中⼼とする。
チャレンジクラス初級では単語レベルの発⾳矯正に重点を置いてきたが、この中級では⽂レベルでの⾳読の流暢さを
重視して⾳読指導を⾏う。予習時に繰り返し⾳読し内容に慣れてから授業に臨むことで、授業中の⾳読指導がより効果
を発揮する。
HSK４級対策については必須の⽂法事項を解説するとともに、過去問で傾向を分析する。リスニング（“听⼒”）問題を
苦⼿とする学⽣も多く⾒てきたが、読める・聴き取れる語彙を増やすことで改善されていく。聞く・読む⼒を鍛えるた
めに、この授業ではディクテーションと⾳読を中⼼に練習を重ね、また語句整序・作⽂問題で書く⼒も鍛えていく。デ
ィクテーションは⽳埋めと全⽂書き取りそれぞれについて毎回実施予定。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
授業の達成⽬標
1.中国語⽂を流暢に読める。
2.HSK４級レベルの⽂章を読めて、正しい⽂法で単⽂が書ける。
3.HSK４級レベルの⽂章を聴き取り、内容を理解することができる。
成績評価⽅法
授業参加度（50％）、期末テスト（50％）の結果に基づき評価する。なお、３分の２以上の出席を評価の前提条件と
し、⽋席・遅刻は減点とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
本授業は⾳読指導およびHSK４級対策を中⼼とするため、正確な発⾳・流暢な⾳読を⾝に付けたい、またはHSK４級
に合格したい学⽣にのみ履修してほしい。
また、毎回の授業で指⽰される予習を⾏い授業に臨むこと、復習も⽋かさないこと。課題の内容を問わず予習・復習
では声に出して繰り返し⾳読することが望ましい。
テキスト・参考書
教科書︓なし。授業時に適宜教材を配布する。
辞書︓『中⽇辞典』講談社第３版もしくは『中⽇辞典』⼩学館第３版
参考書︓『中国語検定HSK公式過去問集４級[2018年度版]』、国家漢弁/孔⼦学院総部(著)、株式会社スプリックス出版。
その他の参考書は授業にて随時提⽰する。
オフィスアワー
国際教養学部教員研究室（事前メール受付で随時対応）
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内で適宜返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

１
２

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

・ガイダンス
・HSK３級過去問で⼒試し
・学習計画を⽴てる

【予習90分】HSK３級と４級の過去問を⼀度解いておく。
【復習60分】学習内容を⾒返して、理解度を含める。

・⼩テスト
・HSK４級対策①

【予習60分】⼩テストの単語を暗記し、正しく書けるよう
に練習する。
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1.⾳読（“听⼒”問題）
2.ディクテーション（⽳埋め）
3.ディクテーション（全⽂）

３

４

５

６

７
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配布教材の問題を解き、繰り返し⾳読しディクテーション
に備える。
【復習60分】学習した内容の和訳を整理し、中国語も含め
全て書き写す。

・⼩テスト
・HSK４級対策②
1.⾳読（“听⼒”問題）
2.ディクテーション（⽳埋め）
3.ディクテーション（全⽂）

【予習60分】⼩テストの単語を暗記し、正しく書けるよう
に練習する。
配布教材の問題を解き、繰り返し⾳読しディクテーション
に備える。
【復習60分】学習した内容の和訳を整理し、中国語も含め
全て書き写す。

・⼩テスト
・HSK４級対策③
1.⾳読（“听⼒”問題）
2.ディクテーション（⽳埋め）
3.ディクテーション（全⽂）

【予習60分】⼩テストの単語を暗記し、正しく書けるよう
に練習する。
配布教材の問題を解き、繰り返し⾳読しディクテーション
に備える。
【復習60分】学習した内容の和訳を整理し、中国語も含め
全て書き写す。

・⼩テスト
・HSK４級対策④
1.⾳読（“听⼒”問題）
2.ディクテーション（⽳埋め）
3.ディクテーション（全⽂）

【予習60分】⼩テストの単語を暗記し、正しく書けるよう
に練習する。
配布教材の問題を解き、繰り返し⾳読しディクテーション
に備える。
【復習60分】学習した内容の和訳を整理し、中国語も含め
全て書き写す。

・⼩テスト
・HSK４級対策⑤
1.⾳読（“听⼒”問題）
2.ディクテーション（⽳埋め）
3.ディクテーション（全⽂）

【予習60分】⼩テストの単語を暗記し、正しく書けるよう
に練習する。
配布教材の問題を解き、繰り返し⾳読しディクテーション
に備える。
【復習60分】学習した内容の和訳を整理し、中国語も含め
全て書き写す。

・⼩テスト
・HSK４級対策⑥
1.⾳読（“听⼒”問題）
2.ディクテーション（⽳埋め）
3.ディクテーション（全⽂）

【予習60分】⼩テストの単語を暗記し、正しく書けるよう
に練習する。
配布教材の問題を解き、繰り返し⾳読しディクテーション
に備える。
【復習60分】学習した内容の和訳を整理し、中国語も含め
全て書き写す。

【予習60分】既習内容を全て⾒返す。
・HSK４級“听⼒”問題の模擬試験と 【復習60分】理解が不⼗分な箇所を整理し、同様のミスを
解説
しないよう復習する。
・⼩テスト
・HSK４級対策⑦
1.⾳読（“阅读”問題）
2.語句並べ替え
3.絵を⾒て作⽂する

【予習60分】⼩テストの単語を暗記し、正しく書けるよう
に練習する。
配布教材の問題を解き、繰り返し⾳読する。
【復習60分】学習した内容の和訳を整理し、中国語も含め
全て書き写す。

・⼩テスト
・HSK４級対策⑧
1.⾳読（“阅读”問題）
2.語句並べ替え
3.絵を⾒て作⽂する

【予習60分】⼩テストの単語を暗記し、正しく書けるよう
に練習する。
配布教材の問題を解き、繰り返し⾳読する。
【復習60分】学習した内容の和訳を整理し、中国語も含め
全て書き写す。

・⼩テスト
・HSK４級対策⑨
1.⾳読（“阅读”問題）
2.語句並べ替え
3.絵を⾒て作⽂する

【予習60分】⼩テストの単語を暗記し、正しく書けるよう
に練習する。
配布教材の問題を解き、繰り返し⾳読する。
【復習60分】学習した内容の和訳を整理し、中国語も含め
全て書き写す。

・⼩テスト

【予習60分】⼩テストの単語を暗記し、正しく書けるよう
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・HSK４級対策⑩
1.⾳読（“阅读”問題）
2.語句並べ替え
3.絵を⾒て作⽂する

に練習する。
配布教材の問題を解き、繰り返し⾳読する。
【復習60分】学習した内容の和訳を整理し、中国語も含め
全て書き写す。

・⼩テスト
・HSK４級対策⑪
1.⾳読（“阅读”問題）
2.語句並べ替え
3.絵を⾒て作⽂する

【予習60分】⼩テストの単語を暗記し、正しく書けるよう
に練習する。
配布教材の問題を解き、繰り返し⾳読する。
【復習60分】学習した内容の和訳を整理し、中国語も含め
全て書き写す。

【予習60分】既習内容を全て⾒返す。
・HSK４級“阅读”問題の模擬試験と 【復習60分】理解が不⼗分な箇所を整理し、同様のミスを
解説
しないよう復習する。

・総合復習

【予習60分】これまでの学習を振り返り、修得・未修得の
事項を確認し、疑問点を質問できるように準備する。
【復習60分】既習内容を確認し、HSK４級を受験する。
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授業科⽬名

中国語中級II

授業形態

演習

英語科⽬名

Intermediate Chinese Level II

開講学期

後期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

藤本 健⼀

ナンバリング

2327

科⽬担当者
授業の概要
本授業では、既習内容を踏まえて、更なるコミュニケーション能⼒の向上を⽬的とする。具体的には中国語で書かれた
中国⽂化や中国社会に関する話しことば、書きことばの両⽅を学び、読解⼒・語彙⼒の強化を図りつつ、中国語圏に関
する知識を習得する。また会話演習授業では、さまざまな対話場⾯を想定したロールプレイ形式での練習を通して、聴
解⼒・表現⼒の強化を図り、発信型コミュニケーション能⼒を養う。授業を通して、CEFRの「読み、聞き、書き、話
す、やりとりする」５技能をバランスよく学習する。同時に、教室内の授業と平⾏して⾔語学習センター(Language Lea
rning Center)における⾔語学習カウンセリングと⾃習を組み合わせ、授業との相乗効果を図る。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
授業の達成⽬標
1.テキストにある中国語の⽂章を正しい発⾳で⾳読し、内容を理解することができる。
2.基本⽂型、語順と⽂法事項を理解したうえで、⽂章を書くことができる。
3.⽇常で使⽤する会話の表現を⽤いて相⼿に質問ができ、その答えをオリジナルスピードで聴き取り、対話を構築する
ことができる。
4.中国語圏に関する知識を理解し、社会的⽂化的事象を⾃分のことばで説明することができる。
成績評価⽅法
課題の提出および授業参加度（50％）、期末試験（50％）の結果に基づき総合的に評価する。なお、３分の２以上の出
席を評価の前提条件とし、⽋席・遅刻は減点とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
中国語中級Ⅰを受講していることが受講条件となる。⾳声教材は繰り返し聞いて、⾳読の練習を重ね、正しい発⾳と表
現⽅法をマスターすること。動画の副教材があるので、授業前に該当の動画を視聴するなど、事前の予習を⾏い授業に
臨むこと。予習と同様に、授業後の復習は⽋かさないこと（予習、復習それぞれ60分は⾏うこと）。どちらも⾳声教材
を利⽤して、声に出して反復練習することが望ましい。中⽇辞典を⽤意し、毎回授業に持参すること（電⼦辞書も可と
する）。
テキスト・参考書
教科書︓『チャイニーズアドベンチャー』⾦星堂（担当︓藤本、⼤江）、『2年⽬からの聞く・話す
帝社（担当︓張、李、徐）
辞書︓『中⽇辞典』講談社第3版もしくは『中⽇辞典』⼩学館第3版、『⽇中辞典』⼩学館第3版
参考書︓『中国語学習辞典』 その他の参考書は授業にて適宜指⽰する

街かど中国語』⽩

オフィスアワー
国際教養学部教員研究室（事前メール受付で随時対応）
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内で適宜返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

1

『チャイニーズアドベンチャー』 【予習60分】前期の学習内容を通して2回⾳読し、すらす
・前期の復習
ら読めるか、疑問点がないか確認する。
・後期の⽬標
【復習60分】後期の⽬標と学習計画を決める。

2

『街かど中国語』
・前期の復習
・夏休みについて話す

【予習60分】（1）前期の学習内容を通して2回⾳読し、す
らすら読めるか、疑問点がないか確認する。（2）夏休みの
出来事について中国語で話せるように準備しておく。
【復習60分】新しく学んだことを応⽤できるように復習す
る。
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『チャイニーズアドベンチャー』
・第７課 ⼤学的社团活动①
1.语法解释
2.课⽂1（会話）
3.听⼒练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「ドリル」「听⼒练习」を解く。（3）課⽂1のモデ
ル⾳声を聞き、括弧を埋める。
【復習60分】会話⽂を暗唱できるまで繰り返し練習する。

4

『街かど中国語』
・第7課 电车的晚点和停运①
1.基本⽂
2.会話⽂
3.練習1

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）会話⽂の下線部の空欄を埋める。（3）練習1を解
く。
【復習60分】（1）学習範囲の⾳読を録⾳し、モデル⾳声
と⽐較しながらすらすらと読めるようにする。（2）会話⽂
を暗唱できるまで繰り返し練習する。

5

『チャイニーズアドベンチャー』
・第７課 ⼤学的社团活动②
1.课⽂2（ナレーション）
2.会话练习
3.课外练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「会话练习」の準備をする。（3）「课外练习」を解
き、授業時に提出する。
【復習60分】学習範囲についてモデル⾳声を聞いただけで
すべて書き取れるように繰り返し練習する。

6

『街かど中国語』
・第7課 电车的晚点和停运②
1.練習2
2.グループワークと発表

【予習60分】（1）練習2の作⽂を完成させる。（2）作⽂
を暗唱できるくらい練習する。
【復習60分】作⽂の⾳読を録⾳し、提出する。

7

『チャイニーズアドベンチャー』
・第８課 故宫博物馆①
1.语法解释
2.课⽂1（会話）
3.听⼒练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「ドリル」「听⼒练习」を解く。（3）課⽂1のモデ
ル⾳声を聞き、括弧を埋める。
【復習60分】会話⽂を暗唱できるまで繰り返し練習する。

8

『街かど中国語』
・第8課 救⼈①
1.基本⽂
2.会話⽂
3.練習1

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）会話⽂の下線部の空欄を埋める。（3）練習1を解
く。
【復習60分】（1）学習範囲の⾳読を録⾳し、モデル⾳声
と⽐較しながらすらすらと読めるようにする。（2）会話⽂
を暗唱できるまで繰り返し練習する。

9

『チャイニーズアドベンチャー』
・第８課 故宫博物馆②
1.课⽂2（ナレーション）
2.会话练习
3.课外练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「会话练习」の準備をする。（3）「课外练习」を解
き、授業時に提出する。
【復習60分】学習範囲についてモデル⾳声を聞いただけで
すべて書き取れるように繰り返し練習する。

10

『街かど中国語』
・第8課 救⼈②
1.練習2
2.グループワークと発表

【予習60分】（1）練習2の作⽂を完成させる。（2）作⽂
を暗唱できるくらい練習する。
【復習60分】作⽂の⾳読を録⾳し、提出する。

11

『チャイニーズアドベンチャー』
・第９課 北京798艺术区①
1.语法解释
2.课⽂1（会話）
3.听⼒练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「ドリル」「听⼒练习」を解く。（3）課⽂1のモデ
ル⾳声を聞き、括弧を埋める。
【復習60分】会話⽂を暗唱できるまで繰り返し練習する。

12

『街かど中国語』
・第9課 遇灾①
1.基本⽂
2.会話⽂
3.練習1

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）会話⽂の下線部の空欄を埋める。（3）練習1を解
く。
【復習60分】（1）学習範囲の⾳読を録⾳し、モデル⾳声
と⽐較しながらすらすらと読めるようにする。（2）会話⽂
を暗唱できるまで繰り返し練習する。

13

『チャイニーズアドベンチャー』
・第９課 北京798艺术区②
1.课⽂2（ナレーション）
2.会话练习
3.课外练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「会话练习」の準備をする。（3）「课外练习」を解
き、授業時に提出する。
【復習60分】学習範囲についてモデル⾳声を聞いただけで
すべて書き取れるように繰り返し練習する。

14

『街かど中国語』
・第9課 遇灾②
1.練習2
2.グループワークと発表

【予習60分】（1）練習2の作⽂を完成させる。（2）作⽂
を暗唱できるくらい練習する。
【復習60分】作⽂の⾳読を録⾳し、提出する。

15

『チャイニーズアドベンチャー』 【予習60分】既習内容を整理し、中国語に訳せて、書ける
・第６課から第９課までの復習
ようにする。
【復習60分】習熟度の低いところをよく復習する。
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1.ディクテーション
2.⽇⽂中訳（単⽂の通訳練習）

16

『街かど中国語』
・第6課から第9課までの復習
1.空欄補填
2.⾳声のみで会話ロールプレイン
グ

【予習60分】既習内容を⾒返して、ロールプレイングで使
う⽂章を繰り返し練習しておく。
【復習60分】発⾳で正確さに⽋ける部分、表現を⼯夫でき
るところを再確認し繰り返し練習する。

17

『チャイニーズアドベンチャー』
・第1０課 秦始皇兵马俑①
1.语法解释
2.课⽂1（会話）
3.听⼒练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「ドリル」「听⼒练习」を解く。（3）課⽂1のモデ
ル⾳声を聞き、括弧を埋める。
【復習60分】会話⽂を暗唱できるまで繰り返し練習する。

18

『街かど中国語』
・第10課 在服装店①
1.基本⽂
2.会話⽂
3.練習1

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）会話⽂の下線部の空欄を埋める。（3）練習1を解
く。
【復習60分】（1）学習範囲の⾳読を録⾳し、モデル⾳声
と⽐較しながらすらすらと読めるようにする。（2）会話⽂
を暗唱できるまで繰り返し練習する。

19

『チャイニーズアドベンチャー』
・第1０課 秦始皇兵马俑②
1.课⽂2（ナレーション）
2.会话练习
3.课外练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「会话练习」の準備をする。（3）「课外练习」を解
き、授業時に提出する。
【復習60分】学習範囲についてモデル⾳声を聞いただけで
すべて書き取れるように繰り返し練習する。

20

『街かど中国語』
・第10課 在服装店②
1.練習2
2.グループワークと発表

【予習60分】（1）練習2の作⽂を完成させる。（2）作⽂
を暗唱できるくらい練習する。
【復習60分】作⽂の⾳読を録⾳し、提出する。

21

『チャイニーズアドベンチャー』
・第11課 少数⺠族①
1.语法解释
2.课⽂1（会話）
3.听⼒练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「ドリル」「听⼒练习」を解く。（3）課⽂1のモデ
ル⾳声を聞き、括弧を埋める。
【復習60分】会話⽂を暗唱できるまで繰り返し練習する。

22

『街かど中国語』
・第11課 在便利店①
1.基本⽂
2.会話⽂
3.練習1

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）会話⽂の下線部の空欄を埋める。（3）練習1を解
く。
【復習60分】（1）学習範囲の⾳読を録⾳し、モデル⾳声
と⽐較しながらすらすらと読めるようにする。（2）会話⽂
を暗唱できるまで繰り返し練習する。

23

『チャイニーズアドベンチャー』
・第11課 少数⺠族②
1.课⽂2（ナレーション）
2.会话练习
3.课外练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「会话练习」の準備をする。（3）「课外练习」を解
き、授業時に提出する。
【復習60分】学習範囲についてモデル⾳声を聞いただけで
すべて書き取れるように繰り返し練習する。

24

『街かど中国語』
・第11課 在便利店②
1.練習2
2.グループワークと発表

【予習60分】（1）練習2の作⽂を完成させる。（2）作⽂
を暗唱できるくらい練習する。
【復習60分】作⽂の⾳読を録⾳し、提出する。

25

『チャイニーズアドベンチャー』
・第12課 丽江古城①
1.语法解释
2.课⽂1（会話）
3.听⼒练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「ドリル」「听⼒练习」を解く。（3）課⽂1のモデ
ル⾳声を聞き、括弧を埋める。
【復習60分】会話⽂を暗唱できるまで繰り返し練習する。

26

『街かど中国語』
・第12課 在餐厅①
1.基本⽂
2.会話⽂
3.練習1

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）会話⽂の下線部の空欄を埋める。（3）練習1を解
く。
【復習60分】（1）学習範囲の⾳読を録⾳し、モデル⾳声
と⽐較しながらすらすらと読めるようにする。（2）会話⽂
を暗唱できるまで繰り返し練習する。

27

『チャイニーズアドベンチャー』
・第12課 丽江古城②
1.课⽂2（ナレーション）
2.会话练习
3.课外练习

【予習60分】（1）学習範囲をすべて3回以上⾳読する。
（2）「会话练习」の準備をする。（3）「课外练习」を解
き、授業時に提出する。
【復習60分】学習範囲についてモデル⾳声を聞いただけで
すべて書き取れるように繰り返し練習する。
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『街かど中国語』
・第12課 在餐厅②
1.練習2
2.グループワークと発表

【予習60分】（1）練習2の作⽂を完成させる。（2）作⽂
を暗唱できるくらい練習する。
【復習60分】作⽂の⾳読を録⾳し、提出する。

29

【予習60分】既習内容をすべて理解し、中国語でも書ける
『チャイニーズアドベンチャー』 ように準備しておく。
【復習60分】2年間で学んできたことが将来にどのように
・後期の総復習
役⽴つか考える。

30

『街かど中国語』
・後期の総復習

【予習60分】既習の基本表現をおさらいしたうえで⽂章を
作成し、繰り返し練習しておく。
【復習60分】これまでの学習を振り返り、さらなるレベル
アップに必要なことを考える。
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授業科⽬名

中国語チャレンジクラス中級II

授業形態

演習

英語科⽬名

Enriched Chinese Intermediate Level Ⅱ

開講学期

後期

対象学年

2

単位数

1

科⽬責任者

藤本 健⼀

ナンバリング

2328

科⽬担当者
授業の概要
本授業は⾳読指導とHSK４級合格のための対策を中⼼とする。
前期に引き続き⽂レベルでの⾳読の流暢さを重視して⾳読指導を⾏う。予習時に繰り返し⾳読し内容に慣れてから授
業に臨むことで、授業中の⾳読指導がより効果を発揮する。
HSK４級対策については必須の⽂法事項を解説するとともに、過去問で傾向を分析する。リスニング（“听⼒”）問題を
苦⼿とする学⽣も多く⾒てきたが、読める・聴き取れる語彙を増やすことで改善されていく。聞く・読む⼒を鍛えるた
めに、この授業ではディクテーションと⾳読を中⼼に練習を重ね、また語句整序・作⽂問題で書く⼒も鍛えていく。デ
ィクテーションは⽳埋めと全⽂書き取りそれぞれについて毎回実施予定。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
授業の達成⽬標
1.中国語⽂を流暢に読める。
2.HSK４級レベルの⽂章を読めて、正しい⽂法で単⽂が書ける。
3.HSK４級レベルの⽂章を聴き取り、内容を理解することができる。
成績評価⽅法
授業参加度（50％）、期末テスト（50％）の結果に基づき評価する。なお、３分の２以上の出席を評価の前提条件と
し、⽋席・遅刻は減点とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
本授業は⾳読指導およびHSK４級対策を中⼼とするため、正確な発⾳・流暢な⾳読を⾝に付けたい、またはHSK４級
に合格したい学⽣にのみ履修してほしい。
また、毎回の授業で指⽰される予習を⾏い授業に臨むこと、復習も⽋かさないこと。課題の内容を問わず予習・復習
では声に出して繰り返し⾳読することが望ましい。
テキスト・参考書
教科書︓なし。授業時に適宜教材を配布する。
辞書︓『中⽇辞典』講談社第３版もしくは『中⽇辞典』⼩学館第３版
参考書︓『中国語検定HSK公式過去問集４級[2018年度版]』、国家漢弁/孔⼦学院総部(著)、株式会社スプリックス出版。
その他の参考書は授業にて随時提⽰する。
オフィスアワー
国際教養学部教員研究室（事前メール受付で随時対応）
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内で適宜返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

１
２

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

【予習60分】前期の学習内容を振り返り、⾃分の苦⼿分野
・前期の復習
を分析する。
・HSK４級に合格するための学習
【復習60分】学習計画に従って計画的に勉強する。
計画を⽴てる
・⼩テスト
・HSK４級対策①
1.⾳読（“听⼒”問題）
2.ディクテーション（⽳埋め）
3.ディクテーション（全⽂）

【予習60分】⼩テストの単語を暗記し、正しく書けるよう
に練習する。
配布教材の問題を解き、繰り返し⾳読しディクテーション
に備える。
【復習60分】学習した内容の和訳を整理し、中国語も含め
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全て書き写す。

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

・⼩テスト
・HSK４級対策②
1.⾳読（“听⼒”問題）
2.ディクテーション（⽳埋め）
3.ディクテーション（全⽂）

【予習60分】⼩テストの単語を暗記し、正しく書けるよう
に練習する。
配布教材の問題を解き、繰り返し⾳読しディクテーション
に備える。
【復習60分】学習した内容の和訳を整理し、中国語も含め
全て書き写す。

・⼩テスト
・HSK４級対策③
1.⾳読（“听⼒”問題）
2.ディクテーション（⽳埋め）
3.ディクテーション（全⽂）

【予習60分】⼩テストの単語を暗記し、正しく書けるよう
に練習する。
配布教材の問題を解き、繰り返し⾳読しディクテーション
に備える。
【復習60分】学習した内容の和訳を整理し、中国語も含め
全て書き写す。

・⼩テスト
・HSK４級対策④
1.⾳読（“听⼒”問題）
2.ディクテーション（⽳埋め）
3.ディクテーション（全⽂）

【予習60分】⼩テストの単語を暗記し、正しく書けるよう
に練習する。
配布教材の問題を解き、繰り返し⾳読しディクテーション
に備える。
【復習60分】学習した内容の和訳を整理し、中国語も含め
全て書き写す。

・⼩テスト
・HSK４級対策⑤
1.⾳読（“听⼒”問題）
2.ディクテーション（⽳埋め）
3.ディクテーション（全⽂）

【予習60分】⼩テストの単語を暗記し、正しく書けるよう
に練習する。
配布教材の問題を解き、繰り返し⾳読しディクテーション
に備える。
【復習60分】学習した内容の和訳を整理し、中国語も含め
全て書き写す。

・⼩テスト
・HSK４級対策⑥
1.⾳読（“听⼒”問題）
2.ディクテーション（⽳埋め）
3.ディクテーション（全⽂）

【予習60分】⼩テストの単語を暗記し、正しく書けるよう
に練習する。
配布教材の問題を解き、繰り返し⾳読しディクテーション
に備える。
【復習60分】学習した内容の和訳を整理し、中国語も含め
全て書き写す。

【予習60分】既習内容を全て⾒返す。
・HSK４級“听⼒”問題の模擬試験と 【復習60分】理解が不⼗分な箇所を整理し、同様のミスを
解説
しないよう復習する。
・⼩テスト
・HSK４級対策⑦
1.⾳読（“阅读”問題）
2.語句並べ替え
3.絵を⾒て作⽂する

【予習60分】⼩テストの単語を暗記し、正しく書けるよう
に練習する。
配布教材の問題を解き、繰り返し⾳読する。
【復習60分】学習した内容の和訳を整理し、中国語も含め
全て書き写す。

・⼩テスト
・HSK４級対策⑧
1.⾳読（“阅读”問題）
2.語句並べ替え
3.絵を⾒て作⽂する

【予習60分】⼩テストの単語を暗記し、正しく書けるよう
に練習する。
配布教材の問題を解き、繰り返し⾳読する。
【復習60分】学習した内容の和訳を整理し、中国語も含め
全て書き写す。

・⼩テスト
・HSK４級対策⑨
1.⾳読（“阅读”問題）
2.語句並べ替え
3.絵を⾒て作⽂する

【予習60分】⼩テストの単語を暗記し、正しく書けるよう
に練習する。
配布教材の問題を解き、繰り返し⾳読する。
【復習60分】学習した内容の和訳を整理し、中国語も含め
全て書き写す。

・⼩テスト
・HSK４級対策⑩
1.⾳読（“阅读”問題）
2.語句並べ替え

【予習60分】⼩テストの単語を暗記し、正しく書けるよう
に練習する。
配布教材の問題を解き、繰り返し⾳読する。
【復習60分】学習した内容の和訳を整理し、中国語も含め
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3.絵を⾒て作⽂する

全て書き写す。

・⼩テスト
・HSK４級対策⑪
1.⾳読（“阅读”問題）
2.語句並べ替え
3.絵を⾒て作⽂する

【予習60分】⼩テストの単語を暗記し、正しく書けるよう
に練習する。
配布教材の問題を解き、繰り返し⾳読する。
【復習60分】学習した内容の和訳を整理し、中国語も含め
全て書き写す。

【予習60分】既習内容を全て⾒返す。
・HSK４級“阅读”問題の模擬試験と 【復習60分】理解が不⼗分な箇所を整理し、同様のミスを
解説
しないよう復習する。

・総合復習

予習60分】これまでの学習を振り返り、修得・未修得の事
項を確認し、疑問点を質問できるように準備する。
【復習60分】既習内容を確認し、HSK５級受験の準備をす
る。
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授業科⽬名

中国語上級I

授業形態

演習

英語科⽬名

Advanced Chinese Level I

開講学期

前期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

藤本 健⼀

ナンバリング

2329

科⽬担当者
授業の概要
本授業は中国語の基礎をすでに学び、CEFRのB1レベルに到達した受講⽣のための、中国語上級選択科⽬である。
授業は中国語ネイティブ、⽇本語ネイティブ教員がペアで⾏う。
B1+からB2レベルの中国語で、⾝近なテーマに沿った内容の講読、作⽂、会話、聴解の演習を⾏うとともに、２年次
までに学習した単語、⽂法を⽤いながら、中国⼈が常⽤する四字熟語、時事⽤語などを新たに学び、中国語の表現⼒の
向上を図る。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
授業の達成⽬標
1.中国の⽂化的事象や時事問題に関する⽂章を⽿から聞いて内容を理解することができる。
2.⽐較的複雑な中国語の⽂章を講読する作業を通して、新しい表現を学び⾝につけ、⽤いることができる。
3.⽂章（⽂字、⾳声）の意味を的確にとらえ、中国語または⽇本語でその意味を伝達することができる。
4.特定のテーマについて話される会話表現をオリジナルスピードで聞き取り、対話を構築することができる。
成績評価⽅法
課題の提出および授業参加度（50％）、期末試験（50％）の結果に基づき総合的に評価する。なお、３分の２以上の
出席を評価の前提条件とし、⽋席・遅刻は減点とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
中国語中級Ⅰ・Ⅱを受講していることが受講条件となる。⾳声教材は繰り返し聞いて、⾳読の練習を重ね、正しい発
⾳と表現⽅法をマスターすること。毎回のテーマに関する予習を⾏ってから授業に臨み、予習と同様に、授業後の復習
は⽋かさないこと（それぞれ90分は取り組むこと）。毎回課題が出されるので⽋かさず提出すること。中⽇辞典を⽤意
し、毎回授業に持参すること（電⼦辞書も可とする）
テキスト・参考書
教科書︓ 2021年度版 『時事中国語の教科書』 三潴正道・陳祖蓓・古屋順⼦著 朝⽇出版社 1900＋税（担当︓藤本）
『中国語実習コース』張乃⽅著 ⽩⽔社 2600＋税（担当︓徐 ）
参考書︓『中国語通訳講座 基礎編』 三修社 2800＋税
その他随時授業内にプリントを配布。
オフィスアワー
国際教養学部教員研究室（事前メール受付で随時対応）
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内で適宜返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

１

２

担当

授業内容
・授業ガイダンス
・中国語上級を履修するにあたっ
ての個別⽬標を設定する。
・発⾳、⽂法事項の復習
第１課 ⾃我介绍①
1.⾃⼰紹介
2.本⽂⾳読、発⾳矯正
3.成語の⽤法

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
【予習90分】（1）2年⽣までに学んだ中国語をこれまで⽤
いた教科書、参考書を⽤いて復習しておくこと。（2）中国
語上級を履修するにあたり、個⼈の学習⽬標を明確にして
おくこと。
【復習90分】指定された課題に取り組むこと。
【予習90分】教科書本⽂を参考に、⾳声CDを聞き、⾳読を
⾏い繰り返し練習しておく。
【復習90分】成語、語句の活⽤を繰り返し学習して覚える
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4.語句の活⽤

こと。

第１課 ⼀座城市，就这样突然安静
下来了①
1.⾳読練習
2.中⽂⽇訳の確認
3.内容に関するディスカッション

【予習90分】⾳声CDを聞き、本⽂を⾳読し、解読の⼿がか
り、語注を参考に、内容を⾃分のことばでまとめ、和訳し
ておく。
【復習90分】⾳読練習、中⽂⽇訳の精査。

第１課 ⾃我介绍②
1.⾃⼰紹介⽂の発表
2.⾃⼰紹介をテーマにした⾃由会
話

【予習90分】⾃⼰紹介⽂を作成し、持参すること。教科書
本⽂を参考に、基本表現を⽤いた会話⽂を作成し、繰り返
し練習しておく。
【復習90分】⾳声CDを聞き、会話⽂、基本表現を暗唱でき
るまで繰り返し練習する。

第１課 ⼀座城市，就这样突然安静
下来了②
1.デクテ―ション練習
2.短⽂通訳練習
3.内容の要約

【予習90分】単語リストを作成しておく。
本⽂内容を⾳声だけで理解できるようになるまで繰り返し
聞いておく。
【復習90分】⾃⾝の訳⽂、⾳声を確認して新しい語彙、語
法を覚え、繰り返し練習する。

第２課 家庭①
1.本⽂⾳読、発⾳矯正
2.成語の⽤法
3.語句の活⽤

【予習90分】教科書本⽂を参考に、⾳声CDを聞き、⾳読を
⾏い繰り返し練習しておく。
【復習90分】成語、語句の活⽤を繰り返し学習して覚える
こと。

第２課 《三体》，在⽇本受到热棒
①
1.⾳読練習
2.中⽂⽇訳の確認
3.内容に関するディスカッション

【予習90分】⾳声CDを聞き、本⽂を⾳読し、解読の⼿がか
り、語注を参考に、内容を⾃分のことばでまとめ、和訳し
ておく。
【復習90分】⾳読練習、中⽂⽇訳の精査。

第２課 家庭②
1.家族紹介⽂の発表
2.家族をテーマにした⾃由会話

【予習90分】家族紹介⽂を作成し、持参すること。教科書
本⽂を参考に、基本表現を⽤いた会話⽂を作成し、繰り返
し練習しておく。
【復習90分】⾳声CDを聞き、会話⽂、単語、基本表現を暗
唱できるまで繰り返し練習する。

第２課 《三体》，在⽇本受到热棒
②
1.デクテ―ション練習
2.短⽂通訳練習
3.内容の要約

【予習90分】単語リストを作成しておく。
本⽂内容を⾳声だけで理解できるようになるまで繰り返し
聞いておく。
【復習90分】⾃⾝の訳⽂、⾳声を確認して新しい語彙、語
法を覚え、繰り返し練習する。

第４課 朋友①
1.本⽂⾳読、発⾳矯正
2.成語の⽤法
3.語句の活⽤

【予習90分】教科書本⽂を参考に、⾳声CDを聞き、⾳読を
⾏い繰り返し練習しておく。
【復習90分】成語、語句の活⽤を繰り返し学習して覚える
こと。

第３課 中国第⼀部⺠法典①
1.⾳読練習
2.中⽂⽇訳の確認
3.内容に関するディスカッション

【予習90分】⾳声CDを聞き、本⽂を⾳読し、解読の⼿がか
り、語注を参考に、内容を⾃分のことばでまとめ、和訳し
ておく。
【復習90分】⾳読練習、中⽂⽇訳の精査。

第４課 朋友②
1.友⼈紹介⽂の発表
2.友⼈をテーマにした⾃由会話

【予習90分】友⼈紹介⽂を作成し、持参すること。教科書
本⽂を参考に、基本表現を⽤いた会話⽂を作成し、繰り返
し練習しておく。
【復習90分】⾳声CDを聞き、会話⽂、単語、基本表現を暗
唱できるまで繰り返し練習する。

第３課 中国第⼀部⺠法典②
1.デクテ―ション練習
2.短⽂通訳練習

【予習90分】単語リストを作成しておく。
本⽂内容を⾳声だけで理解できるようになるまで繰り返し
聞いておく。
【復習90分】⾃⾝の訳⽂、⾳声を確認して新しい語彙、語
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3.内容の要約

法を覚え、繰り返し練習する。

第１課から第４課 まとめ
1.会話ロールプレイング練習
2.グループワーク
3.⼩テスト

【予習90分】前期前半に学習した会話⽂、作⽂を再度確認
して、正しい発⾳で朗読できているか確認し、⼩テストの
準備を⾏う。
【復習90分】⾳声CDを利⽤して、まとめの授業で確認した
会話⽂、基本表現を暗唱できるまで繰り返し練習する。

第１課から第３課 まとめ
1.翻訳、通訳練習
2.グループワーク
3.⼩テスト

【予習90分】前期前半に学習した内容を確認して、翻訳、
通訳練習に臨む。⼩テストの準備を⾏う。
【復習90分】まとめの授業で使⽤した⾳声、テキストの訳
を確認し、練習する。

第５課 住房①
1.本⽂⾳読、発⾳矯正
2.成語の⽤法
3.語句の活⽤

【予習90分】教科書本⽂を参考に、⾳声CDを聞き、⾳読を
⾏い繰り返し練習しておく。
【復習90分】成語、語句の活⽤を繰り返し学習して覚える
こと。

第４課 B站与年轻⼈①
1.⾳読練習
2.中⽂⽇訳の確認
3.内容に関するディスカッション

【予習90分】⾳声CDを聞き、本⽂を⾳読し、解読の⼿がか
り、語注を参考に、内容を⾃分のことばでまとめ、和訳し
ておく。
【復習90分】⾳読練習、中⽂⽇訳の精査。

第５課 住房②
1.住居に関する作⽂発表
2.住居をテーマにした⾃由会話

【予習90分】住居に関する作⽂を作成し、持参すること。
教科書本⽂を参考に、基本表現を⽤いた会話⽂を作成し、
繰り返し練習しておく。
【復習90分】⾳声CDを聞き、会話⽂、単語、基本表現を暗
唱できるまで繰り返し練習する。

第４課 B站与年轻⼈②
1.デクテ―ション練習
2.短⽂通訳練習
3.内容の要約

【予習90分】単語リストを作成しておく。
本⽂内容を⾳声だけで理解できるようになるまで繰り返し
聞いておく。
【復習90分】⾃⾝の訳⽂、⾳声を確認して新しい語彙、語
法を覚え、繰り返し練習する。

第６課 上班上学①
1.本⽂⾳読、発⾳矯正
2.成語の⽤法
3.語句の活⽤

【予習90分】教科書本⽂を参考に、⾳声CDを聞き、⾳読を
⾏い繰り返し練習しておく。
【復習90分】成語、語句の活⽤を繰り返し学習して覚える
こと。

第５課 今天，北⽃也在为你导航①
1.⾳読練習
2.中⽂⽇訳の確認
3.内容に関するディスカッション

【予習90分】⾳声CDを聞き、本⽂を⾳読し、解読の⼿がか
り、語注を参考に、内容を⾃分のことばでまとめ、和訳し
ておく。
【復習90分】⾳読練習、中⽂⽇訳の精査。

第６課 上班上学②
1.通学通勤に関する作⽂発表
2.通学通勤をテーマにした⾃由会
話

【予習90分】通学通勤に関する作⽂を作成し、持参するこ
と。教科書本⽂を参考に、基本表現を⽤いた会話⽂を作成
し、繰り返し練習しておく。
【復習90分】⾳声CDを聞き、 会話⽂、単語、基本表現を
暗唱できるまで繰り返し練習する。

【予習90分】単語リストを作成しておく。
第５課 今天，北⽃也在为你导航②
本⽂内容を⾳声だけで理解できるようになるまで繰り返し
1.デクテ―ション練習
聞いておく。
2.短⽂通訳練習
【復習90分】⾃⾝の訳⽂、⾳声を確認して新しい語彙、語
3.内容の要約
法を覚え、繰り返し練習する。
第８課 假⽇①
1.本⽂⾳読、発⾳矯正
2.成語の⽤法
3.語句の活⽤

第７課 城市花絮①

【予習90分】教科書本⽂を参考に、⾳声CDを聞き、⾳読を
⾏い繰り返し練習しておく。
【復習90分】成語、語句の活⽤を繰り返し学習して覚える
こと。
【予習90分】⾳声CDを聞き、本⽂を⾳読し、解読の⼿がか
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1.⾳読練習
2.中⽂⽇訳の確認
3.内容に関するディスカッション

り、語注を参考に、内容を⾃分のことばでまとめ、和訳し
ておく。
【復習90分】⾳読練習、中⽂⽇訳の精査。

第８課 假⽇②
1.休⽇に関する作⽂発表
2.休⽇をテーマにした⾃由会話

【予習90分】休⽇に関する作⽂を作成し、持参すること。
教科書本⽂を参考に、基本表現を⽤いた会話⽂を作成し、
繰り返し練習しておく。
【復習90分】⾳声CDを聞き、会話⽂、単語、基本表現を暗
唱できるまで繰り返し練習する。

第７課 城市花絮②
1.デクテ―ション練習
2.短⽂通訳練習
3.内容の要約

【予習90分】単語リストを作成しておく。
本⽂内容を⾳声だけで理解できるようになるまで繰り返し
聞いておく。
【復習90分】⾃⾝の訳⽂、⾳声を確認して新しい語彙、語
法を覚え、繰り返し練習する。

第５課から第８課 まとめ
1.会話ロールプレイング練習
2.グループワーク
3.⼩テスト

【予習90分】前期後半に学習した会話⽂、作⽂を再度確認
して、正しい発⾳で朗読できているか確認し、⼩テストの
準備を⾏う。
【復習90分】⾳声CDを利⽤して、まとめの授業で確認した
会話⽂、基本表現を暗唱できるまで繰り返し練習する。

第５課から第７課 まとめ
1.翻訳、通訳練習
2.グループワーク
3.⼩テスト

【予習90分】前期後半に学習した内容を確認して、翻訳、
通訳練習に臨む。⼩テストの準備を⾏う。
【復習90分】まとめの授業で使⽤した⾳声、テキストの訳
を確認し、練習する。

前期の総合復習
1.スピーチ

【予習90分】前期に学んだ表現をおさらいしたうえで会話
課題⽂を作成し、繰り返し練習しておく。通訳演習の準備
を⾏う。
【復習90分】作成した会話⽂を暗唱できるまで繰り返し練
習する。
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授業科⽬名

中国語上級II

授業形態

演習

英語科⽬名

Advanced Chinese Level II

開講学期

後期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

藤本 健⼀

ナンバリング

2330

科⽬担当者
授業の概要
本授業は中国語の基礎をすでに学び、CEFRのB1+レベルに到達した受講⽣のための、中国語上級選択科⽬である。
授業は中国語ネイティブ、⽇本語ネイティブ教員がペアで⾏う。
B1+からB2レベルの中国語で、⾝近なテーマに沿った内容の講読、作⽂、会話、聴解の演習を⾏うとともに、２年次
までに学習した単語、⽂法を⽤いながら、中国⼈が常⽤する四字熟語、時事⽤語などを新たに学び、中国語の表現⼒の
向上を図る。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
授業の達成⽬標
1.中国の⽂化的事象や時事問題に関する⽂章を⽿から聞いて内容を理解することができる。
2.⽐較的複雑な中国語の⽂章を講読する作業を通して、新しい表現を学び⾝につけ、⽤いることができる。
3.⽂章（⽂字、⾳声）の意味を的確にとらえ、中国語または⽇本語でその意味を伝達することができる。
4.特定のテーマについて話される会話表現をオリジナルスピードで聞き取り、対話を構築することができる。
成績評価⽅法
課題の提出および授業参加度（50％）、期末試験（50％）の結果に基づき総合的に評価する。なお、３分の２以上の出
席を評価の前提条件とし、⽋席・遅刻は減点とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
中国語上級Ⅰを受講していることが受講条件となる。⾳声教材は繰り返し聞いて、⾳読の練習を重ね、正しい発⾳と
表現⽅法をマスターすること。毎回のテーマに関する予習を⾏ってから授業に臨み、予習と同様に、授業後の復習は⽋
かさないこと（それぞれ90分は取り組むこと）。毎回課題が出されるので⽋かさず提出すること。中⽇辞典を⽤意し、
毎回授業に持参すること（電⼦辞書も可とする）。
テキスト・参考書
教科書︓2021年度版 『時事中国語の教科書』 三潴正道・陳祖蓓・古屋順⼦著 朝⽇出版社 1900＋税（担当︓藤本）
『中国語実習コース』張乃⽅著 ⽩⽔社 2600＋税（担当︓徐）
参考書︓『中国語通訳講座 基礎編』 三修社 2800＋税
その他随時授業内にプリントを配布。
オフィスアワー
国際教養学部教員研究室（事前メール受付で随時対応）
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内で適宜返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

１

２

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

・前期の復習
・後期の⽬標を設定する。

【予習90分】（1）前期までに学んだ中国語表現を教科
書、参考書を⽤いて復習しておくこと。（2）後期の⽬標を
明確にしておくこと。
【復習90分】指定された課題に取り組むこと。

第１０課 疾病①
1.本⽂⾳読、発⾳矯正
2.成語の⽤法
3.語句の活⽤

【予習90分】教科書本⽂を参考に、⾳声CDを聞き、⾳読を
⾏い繰り返し練習しておく。
【復習90分】成語、語句の活⽤を繰り返し学習して覚える
こと。
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第８課 ⻄夏古籍，渐次打开①
1.⾳読練習
2.中⽂⽇訳の確認
3.内容に関するディスカッション

【予習90分】⾳声CDを聞き、本⽂を⾳読し、解読の⼿がか
り、語注を参考に、内容を⾃分のことばでまとめ、和訳し
ておく。
【復習90分】⾳読練習、中⽂⽇訳の精査。

第１０課 疾病②
1.作⽂の発表
2.テーマ別⾃由会話

【予習90分】テーマに即した⽂を作り、持参すること。教
科書本⽂を参考に、基本表現を⽤いた会話⽂を作成し、繰
り返し練習しておく。
【復習90分】⾳声CDを聞き、会話⽂、基本表現を暗唱でき
るまで繰り返し練習する。

第８課 ⻄夏古籍，渐次打开②
1.デクテ―ション練習
2.短⽂通訳練習
3.内容の要約

【予習90分】単語リストを作成しておく。
本⽂内容を⾳声だけで理解できるようになるまで繰り返し
聞いておく。
【復習90分】⾃⾝の訳⽂、⾳声を確認して新しい語彙、語
法を覚え、繰り返し練習する。

第１１課 住院①
1.本⽂⾳読、発⾳矯正
2.成語の⽤法
3.語句の活⽤

【予習90分】教科書本⽂を参考に、⾳声CDを聞き、⾳読を
⾏い繰り返し練習しておく。
【復習90分】成語、語句の活⽤を繰り返し学習して覚える
こと。

第９課 后疫情时代的经济①
1.⾳読練習
2.中⽂⽇訳の確認
3.内容に関するディスカッション

【予習90分】⾳声CDを聞き、本⽂を⾳読し、解読の⼿がか
り、語注を参考に、内容を⾃分のことばでまとめ、和訳し
ておく。
【復習90分】⾳読練習、中⽂⽇訳の精査。

第１１課 住院②
1.作⽂の発表
2.テーマ別⾃由会話

【予習90分】テーマに即した作⽂を作り、持参すること。
教科書本⽂を参考に、基本表現を⽤いた会話⽂を作成し、
繰り返し練習しておく。
【復習90分】⾳声CDを聞き、会話⽂、単語、基本表現を暗
唱できるまで繰り返し練習する。

第９課 后疫情时代的经济②
1.デクテ―ション練習
2.短⽂通訳練習
3.内容の要約

【予習90分】単語リストを作成しておく。
本⽂内容を⾳声だけで理解できるようになるまで繰り返し
聞いておく。
【復習90分】⾃⾝の訳⽂、⾳声を確認して新しい語彙、語
法を覚え、繰り返し練習する。

第１２課 旅⾏①
1.本⽂⾳読、発⾳矯正
2.成語の⽤法
3.語句の活⽤

【予習90分】教科書本⽂を参考に、⾳声CDを聞き、⾳読を
⾏い繰り返し練習しておく。
【復習90分】成語、語句の活⽤を繰り返し学習して覚える
こと。

第１０課 看病，不再分城⾥⼈、乡
下⼈了①
1.⾳読練習
2.中⽂⽇訳の確認
3.内容に関するディスカッション

【予習90分】⾳声CDを聞き、本⽂を⾳読し、解読の⼿がか
り、語注を参考に、内容を⾃分のことばでまとめ、和訳し
ておく。
【復習90分】⾳読練習、中⽂⽇訳の精査。

第１２課 旅⾏②
1.作⽂の発表
2.テーマ別⾃由会話

【予習90分】テーマに即した作⽂を作り、持参すること。
教科書本⽂を参考に、基本表現を⽤いた会話⽂を作成し、
繰り返し練習しておく。
【復習90分】⾳声CDを聞き、会話⽂、単語、基本表現を暗
唱できるまで繰り返し練習する。

第１０課 看病，不再分城⾥⼈、乡
下⼈了②
1.デクテ―ション練習
2.短⽂通訳練習
3.内容の要約

【予習90分】単語リストを作成しておく。
本⽂内容を⾳声だけで理解できるようになるまで繰り返し
聞いておく。
【復習90分】⾃⾝の訳⽂、⾳声を確認して新しい語彙、語
法を覚え、繰り返し練習する。

第１０課から第１２課 まとめ

【予習90分】後期前半に学習した会話⽂、作⽂を再度確認
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1.会話ロールプレイング練習
2.グループワーク
3.⼩テスト

して、正しい発⾳で朗読できているか確認し、⼩テストの
準備を⾏う。
【復習90分】⾳声CDを利⽤して、まとめの授業で確認した
会話⽂、基本表現を暗唱できるまで繰り返し練習する。

第８課から第１０課 まとめ
1.翻訳、通訳練習
2.グループワーク
3.⼩テスト

【予習90分】後期前半に学習した内容を確認して、翻訳、
通訳練習に臨む。⼩テストの準備を⾏う。
【復習90分】まとめの授業で使⽤した⾳声、テキストの訳
を確認し、練習する。

第１５課 书信①
1.本⽂⾳読、発⾳矯正
2.成語の⽤法
3.語句の活⽤

【予習90分】教科書本⽂を参考に、⾳声CDを聞き、⾳読を
⾏い繰り返し練習しておく。
【復習90分】成語、語句の活⽤を繰り返し学習して覚える
こと。

第１１課 为什么中国⼈嗓门⼤︖①
1.⾳読練習
2.中⽂⽇訳の確認
3.内容に関するディスカッション

【予習90分】⾳声CDを聞き、本⽂を⾳読し、解読の⼿がか
り、語注を参考に、内容を⾃分のことばでまとめ、和訳し
ておく。
【復習90分】⾳読練習、中⽂⽇訳の精査。

第１５課 书信②
1.作⽂の発表
2.テーマ別⾃由会話

【予習90分】テーマに即した作⽂を作り、持参すること。
教科書本⽂を参考に、基本表現を⽤いた会話⽂を作成し、
繰り返し練習しておく。
【復習90分】⾳声CDを聞き、会話⽂、単語、基本表現を暗
唱できるまで繰り返し練習する。

【予習90分】単語リストを作成しておく。
第１１課 为什么中国⼈嗓门⼤︖②
本⽂内容を⾳声だけで理解できるようになるまで繰り返し
1.デクテ―ション練習
聞いておく。
2.短⽂通訳練習
【復習90分】⾃⾝の訳⽂、⾳声を確認して新しい語彙、語
3.内容の要約
法を覚え、繰り返し練習する。
第１７課 天⽓①
1.本⽂⾳読、発⾳矯正
2.成語の⽤法
3.語句の活⽤

【予習90分】教科書本⽂を参考に、⾳声CDを聞き、⾳読を
⾏い繰り返し練習しておく。
【復習90分】成語、語句の活⽤を繰り返し学習して覚える
こと。

第１２課 在中国，⽼⼈越来越被边
缘化①
1.⾳読練習
2.中⽂⽇訳の確認
3.内容に関するディスカッション

【予習90分】⾳声CDを聞き、本⽂を⾳読し、解読の⼿がか
り、語注を参考に、内容を⾃分のことばでまとめ、和訳し
ておく。
【復習90分】⾳読練習、中⽂⽇訳の精査。

第１７課 天⽓②
1.作⽂の発表
2.テーマ別⾃由会話

【予習90分】テーマに即した作⽂を作り、持参すること。
教科書本⽂を参考に、基本表現を⽤いた会話⽂を作成し、
繰り返し練習しておく。
【復習90分】⾳声CDを聞き、会話⽂、単語、基本表現を暗
唱できるまで繰り返し練習する。

第１２課 在中国，⽼⼈越来越被边
缘化②
1.デクテ―ション練習
2.短⽂通訳練習
3.内容の要約

【予習90分】単語リストを作成しておく。
本⽂内容を⾳声だけで理解できるようになるまで繰り返し
聞いておく。
【復習90分】⾃⾝の訳⽂、⾳声を確認して新しい語彙、語
法を覚え、繰り返し練習する。

第１９課 运动①
1.本⽂⾳読、発⾳矯正
2.成語の⽤法
3.語句の活⽤

【予習90分】教科書本⽂を参考に、⾳声CDを聞き、⾳読を
⾏い繰り返し練習しておく。
【復習90分】成語、語句の活⽤を繰り返し学習して覚える
こと。

第１３課 现代⼈起名字，为什么这 【予習90分】課題⽂の内容を⾃分のことばでまとめ、和訳
么难①
しておく。
1.⾳読練習
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2.中⽂⽇訳の確認
3.内容に関するディスカッション

２６

２７

２８

２９

３０

【復習90分】⾳読練習、中⽂⽇訳の精査。

第１９課 运动②
1.作⽂の発表
2.テーマ別⾃由会話

【予習90分】テーマに即した作⽂を作り、持参すること。
教科書本⽂を参考に、基本表現を⽤いた会話⽂を作成し、
繰り返し練習しておく。
【復習90分】⾳声CDを聞き、会話⽂、単語、基本表現を暗
唱できるまで繰り返し練習する。

第１３課 现代⼈起名字，为什么这
么难（2）
1.デクテ―ション練習
2.短⽂通訳練習
3.内容の要約

【予習90分】単語リストを作成しておく。
内容を⾳声だけで理解できるようになるまで繰り返し聞い
ておく。
【復習90分】⾃⾝の訳⽂、⾳声を確認して通訳練習を繰り
返し⾏う。

第１５課から第１９課 まとめ
1.会話ロールプレイング練習
2.グループワーク
3.⼩テスト

【予習90分】前期後半に学習した会話⽂、作⽂を再度確認
して、正しい発⾳で朗読できているか確認し、⼩テストの
準備を⾏う。
【復習90分】⾳声CDを利⽤して、まとめの授業で確認した
会話⽂、基本表現を暗唱できるまで繰り返し練習する。

第１０課から第１２課 まとめ
1.会話ロールプレイング練習
2.グループワーク
3.⼩テスト

【予習90分】後期後半に学習した内容を確認して⼩テスト
の準備を⾏う。
【復習90分】まとめの授業で使⽤した⾳声、テキストの訳
を確認し、⾃分で使えるまで練習し⾝につける。

後期の総合復習
1.スピーチ

【予習90分】前期に学んだ表現をおさらいしたうえで会話
課題⽂を作成し、繰り返し練習しておく。通訳演習の準備
を⾏う。
【復習90分】作成した会話⽂を暗唱できるまで繰り返し練
習する。
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授業科⽬名

⽇本語初級I

授業形態

講義

英語科⽬名

Beginning Japanese Level I

開講学期

前期

対象学年

1

単位数

2

科⽬責任者

⼤北 葉⼦

ナンバリング

2331

科⽬担当者
⼤北葉⼦
授業の概要
本講義の⽬的は⼆つある。⽇本の歴史、地理、⽂学、美術、芸術について基本的な知識を得て、教養を深めることと⾃
分の考えを表現するための基本的な⽇本語の運⽤能⼒（⽇本語による記録、要約、説明、論述、発表、話し合いの⼒）
をのばすことである。歴史的年代は縄⽂時代から江⼾⽂化⽂政時代までを範囲とする。
授業の達成⽬標
（1）縄⽂時代から江⼾⽂化⽂政時代までの時代区分、政治・経済・社会の変化、主要歴史的⼈物について学習し、歴史
的事柄がどのように現代社会（政治、経済、社会、宗教など）に影響を及ぼしているかについて分析し、⽇本語で記述
及び発表できるようにする。
（2）縄⽂時代から江⼾⽂化⽂政時代までの代表的な⽂学作品、作家、美術、芸能、⾳楽についての基礎知識を得て、⼈
物や作品、それらの重要性などについて⽇本語で簡単に説明できるようにする。
様々な資料、メディアから得た情報を関連づけ、⾃分の考えを根拠に基づいて的確に表現（⼝頭発表と論述）できるよ
うにする。
（3）⽂章や⼝頭発表について根拠の明確さや、理論展開、表現の仕⽅について評価できるようにする。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
成績評価⽅法
1．『成績評価⽅法』
期末課題 30% 宿題 20%

授業参加度

30%

2．『成績評価基準』
課題（⼩作⽂）︓指摘されたことの修正をしているかどうか。提出期限が守れたかどうか。課題に対して⾃分なりの分
析ができたかどうか。学習した語彙、漢字が使われているかどうか。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
【受講資格】
両親が⽇本語⺟国語話者かつ⽇本の⾼等学校卒業した学⽣は受講できません。
【授業参加度】
●分からないときは いつでも質問してください。質問することは積極性の表れとして⾼く評価（授業参加度）します。
●ホワイトボード等に板書しますので、ノートに書き写してください。板書をスマホなどで写真をとらないでください。
ノートに書くことによって記憶することが強化されます。
●授業中の私語、⾷事、ゲーム、居眠りは減点となります。
【課題提出】
提出期⽇に提出されなかった提出課題はゼロ点となります。
提出期⽇に⽋席した場合は、１週間以内に⽋席届を出し、提出物を提出すること。⽋席届及び提出課題が１週間以内に
提出されない場合は、提出課題はゼロ点となります。
課題レポートは「提出⇒添削⇒書き直し」のサイクルが完了して、課題完了として点数となります。
【⼩テスト】
⼩テスト当⽇に⽋席した場合は、１週間以内に⽋席届を出し、⼩テストを受けること。１週間以内に⽋席届が提出され
ない場合は、当該⼩テストは受けられません。当該⼩テストの点数はゼロ点になります。
【⽋席・遅刻・早退】
⽋席︓１週間以内に⽋席届を提出してください。
遅刻・早退︓当⽇遅刻早退届を提出してください。
https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0460001
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正当な理由がない２０分以上の遅刻早退は出席点が５０％減点となります。

【予習・復習】
予習︓
復習︓授業で読んだ課題⽂章を読み返し、漢字や語句の意味や読み⽅を覚えます。
【オフィスアワー】
教員に⾯談時間の予約を取ってください。

テキスト・参考書
『詳説

⽇本史図録』

題7版

2017年

860円＋税 ⼭川出版社

オフィスアワー
⽉曜⽇13:00-14:00 センチュリータワー北506またはメールでアポイントメントを取ってください。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
課題提出締切後、授業内で返却する
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

⼤北葉⼦

授業についてのガイダンス
⽇本の地理、歴史、社会について
の⼩テストを⾏う。この⼩テスト
の結果は最終成績には含まれな
い。⼩テストの結果によって第２
回以降の授業内容について決め
る。

【予習】教科書を⽬次から索引まで⼤まかに読み、学習す
る内容について⼤まかに理解する。（90分）
【復習】授業内容の復習と宿題（90分）

⼤北葉⼦

縄⽂時代から古墳時代
【学習キーワード1】
縄⽂⼟器 弥⽣⼟器
縄⽂⼈と弥⽣⼈の⾻格
⾙塚 ⽔稲農業 ⼟偶 ⼭内丸⼭
遺跡 ⼤森⾙塚 竪⽳住居 ⼟偶
吉野ヶ⾥遺跡 ⾼床式 銅鐸 銅
剣 銅⽭ 邪⾺台国 卑弥呼 古
墳 前⽅後円墳
⽇本と東アジア諸国との関係

【予習】教科書14-27ページについて読み、学習内容につい
て⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】授業内容の復習と宿題 (90分）

⼤北葉⼦

後期古墳時代から⾶⿃時代
【学習キーワード2】
埴輪 ⽒姓制度 磐井の乱 官位
⼗⼆階 憲法⼗七条 厩⼾王（聖
徳太⼦）遣隋使 蘇我⽒ ⼤化の
改新 ⼄⺒の変 律令制 中央集 【予習】教科書28-54ページについて読み、学習内容につい
権国家 ⽩村江の戦 好太王の碑 て⼤まかな知識を得る。（90分）
壬申の乱 ⼤宝律令 租庸調 防 【復習】授業内容の復習と宿題（90分）
⼈ 遣唐使 ⾶⿃・⽩鳳⽂化 法
隆寺 フェノロサ 岡倉天⼼
【⼩テスト１】学習キーワード1に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

⼤北葉⼦

復習
提出物についてフードバック

⼤北葉⼦

奈良時代
【学習キーワード3】
藤原⽒ 聖武天皇 東⼤寺 養⽼
律令 藤原広嗣の乱 国分寺国分
尼寺 ⾵⼟記 古事記 ⽇本書紀
万葉集 懐⾵藻（淡海三船） ⾏
基 鑑真 天平⽂化 正倉院 平
城京 平安京
【⼩テスト2】学習キーワード2に

これまでに返却された提出物を書き直して再提出する
【予習】教科書55-64ページについて読み、学習内容につい
て⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】授業内容の復習と宿題
（90分）
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ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

⼤北葉⼦

平安時代
【学習キーワード4】
蝦夷との戦い 阿部⽐羅夫 多賀
城 坂上⽥村⿇呂 胆沢城 密教
天台宗 最澄 真⾔宗 空海 神
仏習合 菅原道真 ⼟地制度の変 【予習】教科書65-79ページについて読み、学習内容につい
化 摂関政治 荘園 藤原道⻑
て⼤まかな知識を得る。（90分）
浄⼟信仰 平等院鳳凰堂 かなの 【復習】授業内容の復習と宿題（90分）
成⽴ 源⽒物語 紫式部 枕草⼦
清少納⾔ 雅楽
【⼩テスト3】学習キーワード3に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

⼤北葉⼦

院政時代
【学習キーワード5】
荘園の発達 武⼠登場 院政 藤
原純友の乱 平将⾨の乱 保元平
治の乱 源平合戦 平清盛 源頼
朝 源義経 藤原三代 平泉 ⿃
獣戯画 厳島神社
【⼩テスト4】学習キーワード4に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

【予習】教科書80-96ページについて読み、学習内容につい
て⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】授業内容の復習と宿題
（90分）

⼤北葉⼦

鎌倉時代
【学習キーワード6】
鎌倉幕府 征夷⼤将軍 北条⽒
（義時 政⼦）承久の乱 執権政
治 御成敗式⽬ 封建制度 分割
相続 惣領制 御家⼈ 守護 地
頭 元寇 琉球とアイヌ 市 鎌
倉仏教 浄⼟宗 法然 親鸞 ⽇
蓮宗 ⽇蓮 禅 栄⻄ 道元 ⻄
⾏ ⽅丈記 鴨⻑明 徒然草 兼
好法師 運慶快慶
【⼩テスト5】学習キーワード5に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

【予習】教科書97-120ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】授業内容の復習と宿題
（90分）

⼤北葉⼦

南北朝ー室町時代
【学習キーワード7】
建武政権 後醍醐天皇 ⾜利尊⽒
⾜利義満 倭寇 勘合貿易 ⽇朝
貿易 琉球とアイヌ 惣村 ⼀揆
応仁の乱 商⼯業（座 撰銭）⾦
閣寺 銀閣寺 五⼭（京都 鎌
倉）⽔墨画（雪⾈）枯⼭⽔ 能
（世阿弥）狂⾔
【⼩テスト6】学習キーワード6に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

⼤北葉⼦

戦国ー豊⾂時代
【学習キーワード8】
戦国⼤名 下克上 武⽥信⽞ 上
杉謙信 織⽥信⻑ 豊⾂秀吉 ⼤
航海時代 キリスト教 鉄砲 太
閤検地（荘園の終わり）⼑狩令
（兵農分離）朝鮮侵略 茶の湯
（千利休）狩野派 南蛮⽂化
【⼩テスト7】学習キーワード7に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

【予習】教科書139-152ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】授業内容の復習と宿題
（90分）

江⼾（寛永）時代
【学習キーワード9】

【予習】教科書153-169ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）

⼤北葉⼦

【予習】教科書121-138ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】授業内容の復習と宿題
（90分）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0460001

3/5

2021/5/18

JUNTENDO PASSPORT

江⼾幕府 関ヶ原の戦 徳川家康 【復習】授業内容の復習と宿題
徳川家光 ⼤阪（夏の陣 冬の
陣）幕藩体制 ⼤名 武家諸法度
三貨制度（⾦ 銀 銭＝銅銭）
参勤交代 キリスト教禁教（隠れ
キリシタン）島原の乱 朱印貿易
鎖国（⻑崎 出島 オランダ）朝
鮮通信使 琉球・アイヌ 朱⼦学
⾝分制度（⼠農⼯商）寺請制度
（檀家制度）由井正雪の乱
【⼩テスト8】学習キーワード8に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

⼤北葉⼦

江⼾（元禄）時代
【学習キーワード10】
徳川綱吉 柳沢吉保 ⽣類憐れみ
の令 明暦の⼤⽕ 富⼠⼭爆発
⾚穂事件（忠⾂蔵）新井⽩⽯ 新
⽥開発 ⼯業 五街道（東海道
中⼭道）北前船 ⾶脚 貨幣 両
替商 三都（江⼾ 京都 ⼤阪）
⽂楽・歌舞伎（近松⾨左衛⾨）
徘徊（松尾芭蕉） 陽明学 ⾙原
益軒（養⽣訓）関孝和（和算）琳
派（尾形光琳）
【⼩テスト9】学習キーワード9に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

⼤北葉⼦

江⼾（享保）時代
【学習キーワード11】
徳川吉宗 享保の改⾰ ⾜⾼の正
新⽥開発 町⽕消し ⽬安箱 豪
農 百姓⼀揆 ⽥沼意次 天保の
改⾰ 洋学（解体新書）国学（本
居宣⻑）寺⼦屋 藩校 歌舞伎
川柳 滑稽本 ⼗返舎⼀九 浮世
絵（歌麿 写楽）写⽣画（円⼭応
挙）
【⼩テスト10】学習キーワード10
について⼩テスト（漢字の読み、
書きと意味について）

⼤北葉⼦

【予習】教科書170-185ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】授業内容の復習と宿題。（90分）
【期末課題】期末課題草稿 提出⽇

【予習】教科書186-197ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）
【期末課題】期末課題草稿返却 書き直したものを８⽉12
⽇までに提出すること
（90分）

江⼾（⽂化⽂政）時代
【学習キーワード12】
寛政の改⾰ 鎖国の動揺（１９世
紀の世界と⽇本の関係） 間宮林
蔵 天保の飢饉 ⼤塩の乱 天保
の改⾰ ⼆宮尊徳 伊能忠敬（地
図）シーボルト 読本（曲亭⾺
琴）歌舞伎（鶴屋南北） 浮世絵
（保記載 広重）富くじ おかげ
参り 相撲
【⼩テスト11】学習キーワード11
について⼩テスト（漢字の読み、
書きと意味について）
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2021/05/18(⽕)18:03
授業科⽬名

⽇本語初級II

授業形態

講義

英語科⽬名

Beginning Japanese Level II

開講学期

後期

対象学年

1

単位数

2

科⽬責任者

⼤北 葉⼦

ナンバリング

2332

科⽬担当者
⼤北葉⼦
授業の概要
本講義の⽬的は⼆つある。⽇本の歴史、地理、⽂学、美術、芸術について基本的な知識を得て、教養を深めることと⾃
分の考えを表現するための基本的な⽇本語の運⽤能⼒（⽇本語による記録、要約、説明、論述、発表、話し合いの⼒）
をのばすことである。歴史的年代江⼾幕末から平成時代までを範囲とする。
授業の達成⽬標
（1）江⼾幕末時代から令和時代までの時代区分、政治・経済・社会の変化、主要歴史的⼈物について学習し、歴史的事
柄がどのように現代社会（政治、経済、社会、宗教など）に影響を及ぼしているかについて分析し、⽇本語で記述及び
発表できるようにする。
（2）江⼾幕末時代から平成時代までの代表的な⽂学作品、作家、美術、芸能、⾳楽についての基礎知識を得て、⼈物や
作品、それらの重要性などについて⽇本語で簡単に説明できるようにする。
様々な資料、メディアから得た情報を関連づけ、⾃分の考えを根拠に基づいて的確に表現（⼝頭発表と論述）できるよ
うにする。
（3）⽂章や⼝頭発表について根拠の明確さや、理論展開、表現の仕⽅について評価できるようにする。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
成績評価⽅法
1．『成績評価⽅法』
期末課題レポート1題
0%

20% 最終プレゼンテーション10％

課題⼩作⽂ 30％

授業中⼩テスト 10％

授業参加度

3

2．『成績評価基準』
課題（レポート ⼩作⽂）︓指摘されたことの修正をしているかどうか。提出期限が守れたかどうか。課題に対して⾃
分なりの分析ができたかどうか。学習した語彙、漢字が使われているかどうか。
最終プレゼンテーション︓決められた時間内で終わるかどうか。聞き取れやすい話し⽅かどうか（話す内容によって話
す速さ、声の⼤きさ、ジェスチャー等を変えているかどうか）。課題に対して⾃分なりの分析ができたかどうか。
レポートと最終プレゼンテーションの評価基準は授業初⽇に配布します。作⽂及びプレセンテーション作成のチェック
リストとして使ってください。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
【受講資格】
両親が⽇本語⺟国語話者かつ⽇本の⾼等学校卒業した学⽣は受講できません。
2020年度⽇本語初級Iの成績がC以上であること
【授業参加度】
●分からないときは いつでも質問してください。質問することは積極性の表れとして⾼く評価（授業参加度）します。
●ホワイトボード等に板書しますので、ノートに書き写してください。板書をスマホなどで写真をとらないでください。
ノートに書くことによって記憶することが強化されます。
●授業中の私語、⾷事、ゲーム、居眠りは減点となります。
【課題提出】
提出期⽇に提出されなかった提出課題はゼロ点となります。
提出期⽇に⽋席した場合は、１週間以内に⽋席届を出し、提出物を提出すること。⽋席届及び提出課題が１週間以内に
提出されない場合は、提出課題はゼロ点となります。
課題レポートは「提出⇒添削⇒書き直し」のサイクルが完了して、課題完了として点数となります。
【⼩テスト】
⼩テスト当⽇に⽋席した場合は、１週間以内に⽋席届を出し、⼩テストを受けること。１週間以内に⽋席届が提出され
https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0470001
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ない場合は、当該⼩テストは受けられません。当該⼩テストの点数はゼロ点になります。
【⽋席・遅刻・早退】
⽋席︓１週間以内に⽋席届を提出してください。
遅刻・早退︓当⽇遅刻早退届を提出してください。
正当な理由がない２０分以上の遅刻早退は出席点が５０％減点となります。

【予習・復習】
予習︓
復習︓授業で読んだ課題⽂章を読み返し、漢字や語句の意味や読み⽅を覚えます。
【オフィスアワー】
教員に⾯談時間の予約を取ってください。
テキスト・参考書
『詳説 ⽇本史図録』
配付資料

題7版

2017年

860円＋税 ⼭川出版社

オフィスアワー
⽉曜⽇13:00-14:00 センチュリータワー北506またはメールでアポイントメントを取ってください。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
課題提出締切後、授業内で返却する
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

⼤北葉⼦

前期のキーワードについて⼩テス
トを⾏う。この⼩テストの結果は
最終成績には含まれない。
明治時代 開国
【学習キーワード1】
ペリー来航 ⿊船来航 アヘン戦
争ハリス 不平等条約 安政の⼤
獄 公武合体 尊皇攘夷運動 井
伊直弼 吉⽥松陰 桜⽥⾨外の変
薩⻑（薩摩藩 ⻑州藩）坂本⿓⾺
⼤政奉還 徳川慶喜 岩倉具視
勝海⾈ 咸臨丸 パリ万博 ⻄郷
隆盛 戊⾠戦争 廃藩置県 兵役
廃⼑令 四⺠平等

【予習】教科書207-217ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】⼩作⽂１︓キーワード1の中から⼀つを選び、その
説明と歴史的重要性について５０字程度にまとめる。（90
分）

2

⼤北葉⼦

明治初期
【学習キーワード2】
地租 屯⽥兵 北海道旧⼟⼈保護
法
鉄道 郵便 電信 お雇い外国⼈
殖産興業 富国強兵 官営事業
国⽴銀⾏ 新貨条例 渋沢栄⼀
教育 ⼤学 福沢諭吉 教育制度
神仏分離令 廃仏毀釈 太陽暦
（グレゴリオ暦） 台湾出兵 琉
球 冊封体制 ⻄南戦争
【⼩テスト１】学習キーワード1に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

【予習】教科書218-227ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】⼩作⽂１︓キーワード1の中から⼀つを選び、その
説明と歴史的重要性について５０字程度にまとめる。（90
分）

3

⼤北葉⼦

1

明治時代 憲法 議会
【学習キーワード3】
⾃由⺠権運動 国会開設要求
明治14年の政変 伊藤博⽂ ⼤隈
重信 松⽅正義 松⽅財政 ⽇本
銀⾏ 騒動事件 ⼤⽇本帝国憲法
華族令 帝国議会（衆議院 貴族
院）条約改正
【⼩テスト2】学習キーワード2に

【予習】教科書228-237ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】⼩作⽂2︓キーワード2の中から⼀つを選び、その
説明と歴史的重要性について５０字程度にまとめる。（90
分）
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ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

4

5

6

7

⼤北葉⼦

明治時代 植⺠地政策
【学習キーワード4】
⽇清戦争 三国⼲渉 台湾統治
李鴻章 孫⽂ 中華⺠国 中国分
割 ⽇英同盟 ⼤韓帝国 ⽇露戦
争 韓国併合 内村鑑三 与謝野
晶⼦ 桂太郎 ⻄園寺公望
【⼩テスト3】学習キーワード3に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

⼤北葉⼦

明治時代 ⼯業の発達
【学習キーワード5】
紡績 製⽷ 鉄道 ⼋幡製鉄所
官営事業払い下げ 寄⽣地主制
財閥（三井 三菱 住友 安⽥）
社会労働問題 ⾜尾銅⼭鉱毒事件
⽥中正造 教派神道 義務教育
教育勅語 北⾥柴三郎 志賀潔
⾼峯譲吉 ⼆葉亭四迷 正岡⼦規
夏⽬漱⽯ 森鴎外
【⼩テスト4】学習キーワード4に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

⼤北葉⼦

⼤正時代
【学習キーワード6】
⼤正デモクラシー 美濃部達吉
（天皇機関説）シーメンス事件
第⼀次世界⼤戦 シベリア出兵
⼤戦景気 原敬内閣 パリ講和会
議 三・⼀独⽴運動 ワシントン
会議（海軍軍縮会議）
【⼩テスト5】学習キーワード5に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

⼤北葉⼦

⼤正時代 社会運動
【学習キーワード7】
社会主義運動 ⽔平社（特殊部落
⺠）関東⼤震災 朝鮮⼈虐殺 ⽢
粕事件（⼤杉栄 伊藤野枝）⻘鞜
社 平塚らいてう 普通選挙 治
安維持法 プロレタリア⽂学 ⼩
林多喜⼆ 野⼝英世
【⼩テスト6】学習キーワード6に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

8

⼤北葉⼦

9

⼤北葉⼦

昭和時代 1925-1935
【学習キーワード8】
⾦融恐慌 社会主義運動 張作霖
爆殺事件 東北の飢饉 満州事変
満州国 国際連盟脱退 5.15事件
2.26事件 ⽇中戦争
【⼩テスト7】学習キーワード7に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）
昭和時代 第⼆次世界⼤戦
【学習キーワード9】
三国同盟 第⼆次世界⼤戦 太平
洋戦争 ⼤政翼賛会 真珠湾攻撃
⼤本営発表 学徒勤労 動員 学
徒出陣 ヤルタ会談 ポツダム宣
⾔

【予習】教科書238-247ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】⼩作⽂2︓キーワード2の中から⼀つを選び、その
説明と歴史的重要性について５０字程度にまとめる。（90
分）

【予習】教科書248-257ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】⼩作⽂３︓キーワード3の中から⼀つを選び、その
説明と歴史的重要性について５０字程度にまとめる。
（90分）

【予習】教科書262-269ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】⼩作⽂4︓キーワード4の中から⼀つを選び、その
説明と歴史的重要性について５０字程度にまとめる。
（90分）

【予習】教科書270-279ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】⼩作⽂5︓キーワード5の中から⼀つを選び、その
説明と歴史的重要性について５０字程度にまとめる。課題
レポート１の書き直し︓提出期限11⽉20⽇授業
（90分）

【予習】教科書280-289ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】⼩作⽂6︓キーワード6の中から⼀つを選び、その
説明と歴史的重要性について５０字程度にまとめる。
（90分）

【予習】教科書290-299ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】⼩作⽂7︓キーワード7の中から⼀つを選び、その
説明と歴史的重要性について５０字程度にまとめる。
（90分）
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【⼩テスト8】学習キーワード8に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

10

11

12

13

⼤北葉⼦

昭和時代 戦後
【学習キーワード10】
占領政策 マッカーサー 極東軍
事裁判（東京裁判）財閥解体 教
育の⺠主化 政党 ⼥性参政権
男⼥雇⽤機会均等法 ⽇本国憲法
朝鮮戦争 ⾃衛隊
【⼩テスト9】学習キーワード9に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

⼤北葉⼦

昭和時代 サンフランシスコ講和
条約と安保
【学習キーワード11】
⽇本と朝鮮 サンフランシスコ講
和条約 ⽇⽶安全保障条約 冷戦
時代 ベトナム戦争 ソ連との関
係 戦後補償
【⼩テスト10】学習キーワード10
について⼩テスト（漢字の読み、
書きと意味について）

⼤北葉⼦

昭和ー平成 ⾼度成⻑期 バブル崩
壊
【学習キーワード12】
戦後の沖縄 ⾼度成⻑期 公害
（⽔俣 四⽇市ぜんそく）オイル
ショック（⽯油危機）⽇中国交正
常化 PKO 55年体制の崩壊 バブ
ル崩壊 地下鉄サリン事件 阪神
淡路⼤震災 北朝鮮による拉致問
題
【⼩テスト11】学習キーワード11
について⼩テスト（漢字の読み、
書きと意味について）

⼤北葉⼦

憲法 内閣 国会 裁判所
【学習キーワード13】
⽇本国憲法 基本的⼈権 三権分
⽴（⾏政 ⽴法 司法） 政府
（内閣）国会 衆議院 参議院
裁判所（三審制 最⾼裁判所 ⾼
等裁判所 地⽅裁判所 家庭裁判
所 簡易裁判所） 地⽅⾃治体
（都道府県）省庁 地⽅議会 選
挙権 被選挙権
【⼩テスト12】学習キーワード12
について⼩テスト（漢字の読み、
書きと意味について）

14

⼤北葉⼦

15

⼤北葉⼦

⾦融 税⾦ 予算 社会保障
【学習キーワード14】
⾦融 中央銀⾏ 税⾦の種類（国
税 地⽅税 直接税 間接税 消
費税 所得税 固定資産税 累進
課税） 国家予算 ⼀般会計 特
別会計 社会保障 （社会保険
社会福祉 公的扶助 公衆衛⽣）
⽣活保護 消費者保護 年⾦ 健
康保険 介護保険
【⼩テスト13】学習キーワード13
について⼩テスト（漢字の読み、
書きと意味について）
【プレゼンテーション】

【予習】教科書300-311ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】⼩作⽂8︓キーワード8の中から⼀つを選び、その
説明と歴史的重要性について５０字程度にまとめる。
（90分）

【予習】教科書312-321ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】⼩作⽂9︓キーワード9の中から⼀つを選び、その
説明と歴史的重要性について５０字程度にまとめる。
（90分）
【最終プレセンテーション】最終プレセンテーションのト
ピック提出

【予習】教科書322-331ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】⼩作⽂10︓キーワード10の中から⼀つを選び、そ
の説明と歴史的重要性について５０字程度にまとめる。（9
0分）

【予習】配付資料について読み、学習内容について⼤まか
な知識を得る。（90分）
【復習】⼩作⽂11︓キーワード11の中から⼀つを選び、そ
の説明と歴史的重要性について５０字程度にまとめる。
（90分）
【期末課題レポート】
過去の⽇本と東アジアの関係から今後どのように関係を構
築すればいいかについて2００字で述べる。
提出期限︓1⽉6⽇授業

【予習】配付資料について読み、学習内容について⼤まか
な知識を得る。（90分）
【復習】⼩作⽂11︓キーワード11の中から⼀つを選び、そ
の説明と社会における重要性について５０字程度にまとめ
る。（90分）

【予習】プレゼンテーション準備（90分）
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現代の⽇本社会の問題を⼀つを取 【期末課題レポート】課題レポートの書き直し提出
り上げ、過去のこと（歴史）がど
のように影響しているか、今後ど
のような対策をすればいいか（解
決策）⼝頭で１０分以内で発表す
る。クラスメートの発表について
評価基準に基づいて評価する。
【⼩テスト14】学習キーワード14
について⼩テスト（漢字の読み、
書きと意味について）
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2021/05/18(⽕)15:15
授業科⽬名

⽇本語中級I

授業形態

講義

英語科⽬名

Intermediate Japanese Level I

開講学期

前期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

⼤北 葉⼦

ナンバリング

2333

科⽬担当者
⼤北葉⼦
授業の概要
1900年から現在までの⽇本及び世界の歴史、政治、経済、社会、⽂化、国際情勢について教科書や配布資料を読んで、
現在の社会的、国際的問題との関係性を理解し、問題について、説明や議論ができるように語彙と知識を増やし、レポ
ートや卒論を書くために必要な⽇本語のスキルを⾝につける。
授業の達成⽬標
（1）⼤正時代から平成時代までの時代区分、政治・経済・社会の変化、主要歴史的⼈物について学習し、歴史的事柄が
どのように現代社会（政治、経済、社会、宗教など）に影響を及ぼしているかについて分析し、⽇本語で記述及び発表
できるようにする。
（2）⼤正時代から平成時代までの代表的な⽂学作品、作家、美術、芸能、⾳楽についての基礎知識を得て、⼈物や作
品、それらの重要性などについて⽇本語で簡単に説明できるようにする。
様々な資料、メディアから得た情報を関連づけ、⾃分の考えを根拠に基づいて的確に表現（⼝頭発表と論述）できるよ
うにする。
（3）⽂章や⼝頭発表について根拠の明確さや、理論展開、表現の仕⽅について評価できるようにする。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
成績評価⽅法
1．『成績評価⽅法』
期末課題 50％ 宿題 30％

授業参加度

20%

2．『成績評価基準』
課題（レポート ⼩作⽂）︓指摘されたことの修正をしているかどうか。提出期限が守れたかどうか。課題に対して⾃
分なりの分析ができたかどうか。学習した語彙、漢字が使われているかどうか。
最終プレゼンテーション︓決められた時間内で終わるかどうか。聞き取れやすい話し⽅かどうか（話す内容によって話
す速さ、声の⼤きさ、ジェスチャー等を変えているかどうか）。課題に対して⾃分なりの分析ができたかどうか。
レポートと最終プレゼンテーションの評価基準は授業初⽇に配布します。作⽂及びプレセンテーション作成のチェック
リストとして使ってください。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
【受講資格】
両親が⽇本語⺟国語話者かつ⽇本の⾼等学校卒業した学⽣は受講できません。
2019年度⽇本語初級IIの成績がC以上であること
【授業参加度】
●分からないときは いつでも質問してください。質問することは積極性の表れとして⾼く評価（授業参加度）します。
●ホワイトボード等に板書しますので、ノートに書き写してください。板書をスマホなどで写真をとらないでください。
ノートに書くことによって記憶することが強化されます。
●授業中の私語、⾷事、ゲーム、居眠りは減点となります。
【課題提出】
提出期⽇に提出されなかった提出課題はゼロ点となります。
提出期⽇に⽋席した場合は、１週間以内に⽋席届を出し、提出物を提出すること。⽋席届及び提出課題が１週間以内に
提出されない場合は、提出課題はゼロ点となります。
課題レポートは「提出⇒添削⇒書き直し」のサイクルが完了して、課題完了として点数となります。
【⼩テスト】
⼩テスト当⽇に⽋席した場合は、１週間以内に⽋席届を出し、⼩テストを受けること。１週間以内に⽋席届が提出され
ない場合は、当該⼩テストは受けられません。当該⼩テストの点数はゼロ点になります。
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【⽋席・遅刻・早退】
⽋席︓１週間以内に⽋席届を提出してください。
遅刻・早退︓当⽇遅刻早退届を提出してください。
正当な理由がない２０分以上の遅刻早退は出席点が５０％減点となります。

【予習・復習】
予習︓
復習︓授業で読んだ課題⽂章を読み返し、漢字や語句の意味や読み⽅を覚えます。
【オフィスアワー】
教員に⾯談時間の予約を取ってください。
テキスト・参考書
『詳説

⽇本史図録』

題7版

2017年

860円＋税 ⼭川出版社

オフィスアワー
⽉曜⽇13:00-14:00 センチュリータワー北506またはメールでアポイントメントを取ってください。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
課題提出締切後、授業内で返却する
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
【予習】教科書262-269ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】 授業内容の復習と宿題 （90分）

⼤北葉⼦

⼤正時代
【学習キーワード】
⼤正デモクラシー 原内閣

⼤北葉⼦

内容2
⼤正時代 社会運動
【学習キーワード】
社会主義運動 ⽔平社（特殊部落
⺠）関東⼤震災 朝鮮⼈虐殺 ⽢
粕事件（⼤杉栄 伊藤野枝）⻘鞜
社 平塚らいてう 普通選挙 治
安維持法 プロレタリア⽂学
【⼩テスト】⼤正デモクラシー
について⼩テスト（漢字の読み、
書きと意味について）

⼤北葉⼦

昭和時代 1925-1935
【学習キーワード】
⾦融恐慌 社会主義運動 ⽇中戦
争
【⼩テスト】プロレタリア運動に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

⼤北葉⼦

昭和時代 第⼆次世界⼤戦
【学習キーワード】
三国同盟 第⼆次世界⼤戦 ポツ
ダム宣⾔
【⼩テスト】⾦融恐慌、⽇中戦争
について⼩テスト（漢字の読み、
書きと意味について）

⼤北葉⼦

昭和時代 戦後
【学習キーワード】
占領政策 マッカーサー 極東軍
事裁判（東京裁判）財閥解体 教
育の⺠主化 政党 ⼥性参政権
⽇本国憲法 朝鮮戦争 ⾃衛隊
【⼩テスト】太平洋戦争 第⼆次
世界⼤戦について⼩テスト（漢字
の読み、書きと意味について）

【予習】教科書300-311ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】授業内容の復習と宿題
（90分）

昭和時代 サンフランシスコ講和
条約と安保

【予習】教科書312-321ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）

⼤北葉⼦

【予習】教科書270-279ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】授業内容の復習と宿題
（90分）

【予習】教科書280-289ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】授業内容の復習と宿題
（90分）

【予習】教科書 290-299ページを読み、学習内容について
⼤まかな知識を得る。
【復習】授業内容の復習と宿題
（90分）
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【学習キーワード】
【復習】授業内容の復習と宿題
⽇本と朝鮮 サンフランシスコ講 （90分）
和条約 ⽇⽶安全保障条約 冷戦
時代 ベトナム戦争 ソ連との関
係 戦後補償
【⼩テスト】学習キーワード10に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

⼤北葉⼦

昭和ー平成 ⾼度成⻑期 バブル崩
壊
【学習キーワード】
戦後の沖縄 ⾼度成⻑期 公害
（⽔俣 四⽇市ぜんそく）オイル
ショック（⽯油危機）⽇中国交正
常化 PKO 55年体制の崩壊 バブ
ル崩壊 地下鉄サリン事件 阪神
淡路⼤震災 北朝鮮による拉致問
題
【⼩テスト】占領時代の⽇本につ
いて⼩テスト（漢字の読み、書き
と意味について）

⼤北葉⼦

三権分⽴︓三権分⽴の思想の歴史
と現代社会における重要性につい
て学ぶ
【学習キーワード】
⽴法 司法 ⾏政 モンテスキュ
ー
【⼩テスト】⾼度成⻑期の⽇本社
会について⼩テスト（漢字の読
み、書きと意味について）

⼤北葉⼦

議会（国会）選挙
国内外の議会・選挙制度について
学ぶ
【学習キーワード】
選挙権 被選挙権 衆議院 参議
院 地⽅議会 公職選挙法
【⼩テスト】三権分⽴のキーワー
ドについて⼩テスト（漢字の読
み、書きと意味について）

⼤北葉⼦

裁判、刑法 ⺠法
裁判所や法律についてまなぶ
【学習キーワード】
裁判所（最⾼裁 ⾼等 地⽅ 家
庭）裁判員制度
【⼩テスト】国会 選挙に関する
キーワードについて⼩テスト（漢
字の読み、書きと意味について）

⼤北葉⼦

財政 経済 ⾦融
財政 経済 ⾦融の違いについて
学ぶ
【学習キーワード】
国家予算 ミクロ経済 マクロ経
済 ⽇本銀⾏ ⾦融商品
【⼩テスト】裁判、法律に関する
キーワードについて⼩テスト（漢
字の読み、書きと意味について）

⼤北葉⼦

家族の変化と労働問題
家族構成や労働環境の変化につい
て学ぶ
【学習キーワード】
核家族 少⼦化 男⼥雇⽤均等法
働き⽅改⾰

【予習】教科書322-331ページについて読み、学習内容につ
いて⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】授業内容の復習と宿題
（90分）

【予習】配布資料を読んで三権分⽴の歴史や銃⾏政につい
てについて⼤まかな知識を得る。（90分）
【復習】授業内容の復習と宿題
（90分）

【予習】配布資料を読んで国会と選挙制度について⼤まか
な知識を得る。（90分）
【復習】授業内容の復習と宿題
（90分）

【予習】配布資料を読んで裁判所
な知識を得る。（90分）
【復習】授業内容の復習と宿題
（90分）

【予習】配布資料を読んで財政
かな知識を得る。（90分）
【復習】授業内容の復習と宿題
（90分）

法律

⾦融

について⼤まか

経済

ついて⼤ま

【予習】配布資料を読み、学習内容について⼤まかな知識
を得る。（90分）
【期末課題】草稿提出⽇
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【⼩テスト】財政⾦融経済に関す
るキーワードについて⼩テスト
（漢字の読み、書きと意味につい
て）

15

⼤北葉⼦

中東問題
現在の中東問題の原点である、ト
ルコ⾰命、シオニズム運動につい
て学ぶ
【学習キーワード】
トルコ⾰命、シオニズム運動、イ
ギリスの三枚⾆外交 ロスチャイ
ルド家
【⼩テスト】労働問題のキーワー
ドについて⼩テスト（漢字の読
み、書きと意味について）

【予習】配布資料を読み、学習内容について⼤まかな知識
を得る。（90分）
【復習】草稿 返却 書き直し ８⽉１２⽇提出
（90分）

⼤北葉⼦

STGs
STGs 持続可能な開発⽬標につい
てnなぜ⾮必要か、その⽬標と達成
への道筋について学ぶ
【学習キーワード】
17の⽬標 169のターゲット
【⼩テスト】中東問題のキーワー
ドについて⼩テスト（漢字の読
み、書きと意味について）

【予習】配布資料を読み、学習内容について⼤まかな知識
を得る。（90分）
【復習】草稿 返却 書き直し ８⽉１２⽇提出
（90分）

⼤北葉⼦

課題提出
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2021/05/18(⽕)15:16
授業科⽬名

⽇本語中級II

授業形態

講義

英語科⽬名

Intermediate Japanese Level II

開講学期

後期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

⼤北 葉⼦

ナンバリング

2334

科⽬担当者
⼤北葉⼦
授業の概要
レポート・卒業論⽂を書くために必要な⽇本語の運⽤能⼒（⽇本語による記録、要約、説明、論述）、問題提起、問題
解決の技術を⾝につけるために、授業で、課題⽂章を読んで、読み⼿が納得するように⾃分の意⾒を述べる演習を⾏
う。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
⾔いたいことを明確に⾔葉で表す⾔語化能⼒、表現⼒、論理思考能⼒、構成⼒、発想⼒、が⾝につくようにする。
成績評価⽅法
1．『成績評価⽅法』
期末課題レポート1題

30% 課題⼩作⽂ 30％

授業中⼩テスト 20％

⽇々の学習状況

20%

2．『成績評価基準』
課題（レポート ⼩作⽂）︓指摘されたことの修正をしているかどうか。提出期限が守れたかどうか。課題に対して⾃
分なりの分析ができたかどうか。学習した語彙、漢字が使われているかどうか。評価基準は ⽂法 漢字 論理性 多
⾓的分析の４項⽬から⾏う。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
（1）課題︓課題レポート１と２は「提出⇒添削⇒書き直し」のサイクルが完了して、課題完了として点数となります。
(2)分からないときは いつでも質問してください。質問することは積極性の表れとして⾼く評価（⽇々の学習状況）し
ます。
(3)ホワイトボード等に板書しますので、ノートに書き写してください。板書をスマホなどで写真をとらないでくださ
い。ノートに書くことによって記憶することが強化されます。
テキスト・参考書
配付資料
オフィスアワー
⽉曜⽇13:00-14:00 センチュリータワー北506またはメールでアポイントメントを取ってください。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
課題提出締切後、授業内で返却する
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

1

⼤北葉⼦

2

⼤北葉⼦

授業内容
配付資料中の
（１）わかりにくい⽂章をわかり
やすくする。
（２）論調がおかしい点を⾒つけ
る
⾔いたいことを明確に
好きな⼈、もの、場所、科⽬につ
いて理由を書く
⾃分の部屋を描写する
【⼩テスト】配付資料中の単語に

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
【予習】配布資料を読み、学習内容について⼤まかな知識
を得る。（90分）
【復習】配付資料中の課題について５０字程度で意⾒を述
べる。（90分）
【予習】配布資料を読み、学習内容について⼤まかな知識
を得る。（90分）
【復習】配付資料中の課題について５０字程度で意⾒を述
べる。（90分）
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ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

3

4

5

6

7

⼤北葉⼦

⼤北葉⼦

対⽐、対等、共通性を⾒抜く読み
⽅
を学ぶ
【⼩テスト】配付資料中の単語に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）
具体化・抽象化した⽂章の読み⽅
と書き⽅を学ぶ
を学ぶ
【⼩テスト】配付資料中の単語に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

⼤北葉⼦

【予習】配布資料を読み、学習内容について⼤まかな知識
を得る。（90分）
【復習】配付資料中の課題について５０字程度で意⾒を述
べる。（90分）

⼤北葉⼦

⽂章中の指⽰関係が読みとれるよ
うにする
【⼩テスト】配付資料中の単語に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

【予習】配布資料を読み、学習内容について⼤まかな知識
を得る。（90分）
【復習】配付資料中の課題について５０字程度で意⾒を述
べる。（90分）

⼤北葉⼦

接続詞に注⽬して読む・書くを学
ぶ
【⼩テスト】配付資料中の単語に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

【予習】配布資料を読み、学習内容について⼤まかな知識
を得る。（90分）
【復習】配付資料中の課題について５０字程度で意⾒を述
べる。（90分）

⼤北葉⼦

【⼩テスト】配付資料中の単語に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）
事実と意⾒を分ける

9

【予習】配布資料を読み、学習内容について⼤まかな知識
を得る。（90分）
【復習】配付資料中の課題について５０字程度で意⾒を述
べる。（90分）

因果関係を表した⽂章の読み⽅と
書き⽅を学ぶ
を学ぶ
【⼩テスト】配付資料中の単語に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

⽐喩・暗喩に注⽬して書き⽅を学
ぶ
8

【予習】配布資料を読み、学習内容について⼤まかな知識
を得る。（90分）
【復習】配付資料中の課題について５０字程度で意⾒を述
べる。（90分）

⼤北葉⼦

【⼩テスト】配付資料中の単語に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

【予習】配布資料を読み、学習内容について⼤まかな知識
を得る。（90分）
【復習】配付資料中の課題について５０字程度で意⾒を述
べる。（90分）
【予習】配布資料を読み、学習内容について⼤まかな知識
を得る。（90分）
【復習】配付資料中の課題について５０字程度で意⾒を述
べる。（90分）

論⽂・レポートの構成を学ぶ

10

⼤北葉⼦

問題提起・それに対する反論
分意⾒提⽰ 論拠提⽰ 結論

⾃

【⼩テスト】配付資料中の単語に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）
要約の仕⽅、引⽤の仕⽅を学ぶ
11

⼤北葉⼦

【⼩テスト】配付資料中の単語に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）
統計資料をもとに⼩論⽂を書く

12

⼤北葉⼦

【⼩テスト】配付資料中の単語に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

13

⼤北葉⼦

⾃分の⽂章を添削する︓必要のな
い部分は削る

【予習】配布資料を読み、学習内容について⼤まかな知識
を得る。（90分）
【復習】配付資料中の課題について５０字程度で意⾒を述
べる。（90分）

【予習】配布資料を読み、学習内容について⼤まかな知識
を得る。（90分）
【復習】配付資料中の課題について５０字程度で意⾒を述
べる。（90分）
【予習】配布資料を読み、学習内容について⼤まかな知識
を得る。（90分）
【復習】配付資料中の課題について５０字程度で意⾒を述
べる。（90分）

【予習】配布資料を読み、学習内容について⼤まかな知識
を得る。（90分）
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【⼩テスト】配付資料中の単語に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

14

⼤北葉⼦

⾃分の⽂章を添削する︓⽂体の統
⼀する。⻑すぎる⽂を短い⽂にす
る。話し⾔葉は使わない。
【⼩テスト】配付資料中の単語に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）
読み⼿を考えて書く

15

⼤北葉⼦

【⼩テスト】配付資料中の単語に
ついて⼩テスト（漢字の読み、書
きと意味について）

【復習】配付資料中の課題について５０字程度で意⾒を述
べる。（90分）
【期末課題レポート】
⾃分が興味がある国内外の政治社会問題について、問いを
⽴てて、その答えを800字以内で書く。
提出期限︓1⽉6⽇授業
【予習】配布資料を読み、学習内容について⼤まかな知識
を得る。（90分）
【復習】配付資料中の課題について５０字程度で意⾒を述
べる。（90分）

【予習】配布資料を読み、学習内容について⼤まかな知識
を得る。（90分）
【復習】配付資料中の課題について５０字程度で意⾒を述
べる。（90分）
【,期末課題レポート】期末課題レポートの書き直し提出

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15G0490001
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