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教養学科［1年］ 　　学籍番号：　　　　　　　　　氏名：



前期　月曜

1･2限目



第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

科目名 英語演習Ⅰ（生活科学科・教養学科）

担当者 生田　和也

授業形式 演習 科目ナンバー

配当年次 1 科目群

開講期 前期 卒業の選択・必修 選択必修

単位数 2 担当形態 単独

免許・資格情報

授業の概要

ニューヨークを舞台とした英語の短い動画を用いながら、英語を聞く、話す、読む基本的な能力を養う。短い
場面を自分たちで英語を用いて再現したり、スキットを作成することで、日常的な英語でのコミュニケーショ
ン能力を向上する。また高校までの英文法の復習をし、定着を目指す。基礎的な発音・文法の確認やコミュ
ニケーション能力の向上のために、英語の歌やアクティビティも授業に適時取り入れる。

授業の到達目標
1. 英語による簡潔な日常的コミュニケーション能力を習得する。
2. 高校まで学んできた英文法を復習し、定着させる。
3. 動画や歌などを通して正確な英語の発音や聞き取り能力を向上させる。

授業計画 担当者

オリエンテーション：語学を学ぶに当たって　 生田

Unit 1 It's So Nice to Meet You! リスニングと会話　 生田

Unit 1 It's So Nice to Meet You! 文法と読解 生田

Unit 2 Is He a Popular Professor? リスニングと会話 生田

Unit 2 Is He a Popular Professor? 文法と読解 生田

Unit 4 For Here or To Go? リスニングと会話 生田

Unit 4 For Here or To Go? 文法と読解 生田

Unit 5 She Is So Beautiful リスニングと会話 生田

Unit 5 She Is So Beautiful 文法と読解 生田

Unit 6 Catching a Cab リスニングと会話 生田

Unit 6 Catching a Cab 文法と読解 生田

Unit 12 The Fourth of July Is Coming Up リスニングと会話 生田

Unit 12 The Fourth of July Is Coming Up 　文法と読解 生田

Unit 7 How Romantic! リスニングと会話 生田

テキスト
『Hello New York: Learning Basic English with Aya in 15 Episodes』 Tekehisa Tsuchiya, Yoshihiko Honda,
Braven Smillie. Kinseido. 2017. 2500円. 978-4-7647-4011-2

Unit 7 How Romantic! 文法と読解　 生田

事前・事後学習
授業には予習が課され、予習範囲から出題される小テストの結果が成績に反映される。また英語力定着の
ため学習内容の復習が求められる。

課題に対するフィー
ドバックの方法

小テストやコメントシートへのフィードバックを授業中に適時行う。　

質問・相談方法
授業前後の教室、あるいはオフィスアワーに研究室にて質問・相談に応じる。また事前に希望があればオ
フィスアワー以外にも対応する。

オフィスアワー 金曜日　14:40kara16:10 研究室（西館408号室）

GPA基準

備考 ・受講希望者が5名未満の場合開講されません。

参考文献等 英語辞書　

成績評価基準
英語による簡潔な日常的コミュニケーション能力を習得し、英文法を定着させると共に、発音や聞き取り能
力を向上させる手法を理解する。

成績評価の方法
小テストや提出物　50％
試験　50%



第１回

第２回

第３回

第４回

1･2限目

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

科目名 英語演習Ⅰ　　3学科共通（児教・生活・教養）

担当者 吉村　圭

授業形式 演習 科目ナンバー

配当年次 1 科目群

開講期 前期 卒業の選択・必修 選択必修

単位数 2 担当形態 単独

免許・資格情報

授業の概要
会話や作文に最低限必要な英文法について授業を行う。テキストを通し、文法事項の解説を行った上で、
リーディング、ライティング、リスニングを行う。その際、補助教材として海外の映画や英語版のマンガを用
いる。

授業の到達目標
1. 英文の基礎的なルールを理解し、簡単な英作文、聞き取り、読解ができる。
2. グループのメンバーで協力し、英訳等のクイズに取り組むことができる。
3. 自分がしたことやこれからの目標を英語で表現できる。

授業計画 担当者

オリエンテーション:語学を学ぶに当たって　 吉村

英語の語順の確認 　 吉村

英語の語順の確認（動詞の使いわけ）　 吉村

一般動詞、過去形　規則変化　 吉村

一般動詞、過去形　不規則変化　基本事項 　 吉村

進行形　基本事項 　 吉村

進行形　否定形、尋ね方　 吉村

未来形　基本事項 　 吉村

未来形　否定形、尋ね方　 吉村

助動詞　基本事項 　 吉村

助動詞　否定形、尋ね方 　 吉村

特殊な形の文　命令文 　 吉村

特殊な形の文　There is/are構文 　 吉村

Itの特殊な使われ方　 吉村

テキスト
『Everyday English Grammar<Theird Edition>』　水島孝司著　南雲堂　2018年　2000円（税抜き）（ISBN：
9784523178620）

Itの特殊な使われ方（It〜to構文）　 吉村

事前・事後学習
・授業時に配布したプリントを用い、日本語訳や英訳の作業を行う。
・授業時に紹介した映画を視聴し、会話表現の聞きとりを行う（英語字幕に切り替えると便利）。

課題に対するフィー
ドバックの方法

回収した課題は添削して返却する。　

質問・相談方法 授業の前後、またはオフィスアワーに対応する。

オフィスアワー 金曜日　１２：０５〜１２：５０　吉村研究室（西館３０９号室）

GPA基準

備考 ・受講希望者が5名未満の場合開講されません。

参考文献等 『英単語ターゲット1400』等単語帳　

成績評価基準
・英文の基礎的なルールを理解し、簡単な英作文、聞き取り、読解ができること。
・自分がしたことやこれからの目標を英語で表現できること。

成績評価の方法 定期試験（６０％）、小テスト・提出物（１０％）、グループ活動参加（３０％）



第１回

第２回

第３回

第４回

1･2限目

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

科目名 中国語演習Ⅰ　　3学科共通（児教・生活・教養）

担当者 黒川　太郎

授業形式 演習 科目ナンバー

配当年次 1 科目群

開講期 前期 卒業の選択・必修 選択必修

単位数 2 担当形態 単独

免許・資格情報

授業の概要

中国語初学者対象の授業です。簡単な挨拶表現、基本的な発音および文型を中心に教えます。日常生活
で必要な語彙を身に付けることを目的に会話を中心とした授業を行います。毎回の授業では日本語との発
音の違いに注意し、正確な発音の練習に時間を割き、授業の終わりには、受講者が中国語で自己紹介でき
ることを目標とします。

授業の到達目標
1.中国語の発音に慣れ、ローマ字ピンインで書ける。
2.中国語で自己紹介し、１〜10の数を正確に言える。
3.簡単な挨拶表現ができる。

授業計画 担当者

オリエンテーション：語学を学ぶにあたって 黒川

第1課　挨拶（１）発音（声調・短母音）・ピンイン表記　「こんにちは」　 黒川

第2課　挨拶（２）発音（子音・複合母音・鼻母音）　「お変わりありませんか」　 黒川

第3課　挨拶（３）発音と簡単な挨拶表現　　「お仕事は忙しいですか」　 黒川

発音の矯正　自分の名前の中国語音の確認　 黒川

第4課　初めて会う（１）疑問文　　「お名前はなんとおっしゃいますか」　 黒川

第5課　初めて会う（2）動詞述語文　　「ちょっとご紹介します」　 黒川

第1課〜第5課復習（自己紹介）　 黒川

第6課　尋ねる（１）名詞述語文　　「誕生日は何月何日ですか」　 黒川

第７課　尋ねる（２）「有」文　　「ご家族は何人ですか」　 黒川

第8課　尋ねる（３）時間の読み方　　「今何時ですか」　 黒川

発音の矯正　疑問文の作り方　 黒川

第９課　尋ねる（４）　連動文　「お住まいはどちらですか」　 黒川

第10課　尋ねる（５）　方位詞　「郵便局はどこですか」　 黒川

テキスト
「新訳第3版 中国語会話301(上) 」　康玉華・来思平　 語文研究社　2006年　1300円（税抜き）（ISBN-10:
493131550X）

第6課〜第10課復習（数を表す表現）　 黒川

事前・事後学習
・教科書付属のCDを聞き、中国語独特の発音とリズムを習得する。
・授業前後に新出単語の学習をする。

課題に対するフィー
ドバックの方法

希望があれば個別に対応する。また、授業内で言及する場合もある。　

質問・相談方法 オフィスアワー内で対応

オフィスアワー 月曜日　13：00〜17：00　黒川研究室（西館307号室）

GPA基準

備考 ・受講希望者が5名未満の場合開講されません。

参考文献等 特になし

成績評価基準 ローマ字ピンインを正確に発音できること。自己紹介・簡単な挨拶表現ができること。

成績評価の方法 定期試験（50%）、受講態度を総合的に評価（30%）、授業内で行う会話試験（20％）



第１回

第２回

第３回

第４回

1･2限目

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

科目名 フランス語演習Ⅰ　　3学科共通（児教・生活・教養）

担当者 杉山　朱実

授業形式 演習 科目ナンバー

配当年次 1 科目群

開講期 前期 卒業の選択・必修 選択必修

単位数 2 担当形態 単独

免許・資格情報

授業の概要
各課は、「挨拶する」「紹介する」「尋ねる」といった、現実のコミュニケーションの場で体験するテーマに
沿った短い会話文が中心となる。これら各課のテーマを表現するのに必要な文法事項も学び、フランス語
表現の習得と共に、聞く・書く・読むといった、総合的なフランス語の運用能力を習得していく。

授業の到達目標
.現実のコミュニケーションの場で使える生きたフランス語の習得を目指す
2.一回の授業の中で、毎回受講生が、必ず、フランス語で会話ができることを目標とする
3.アクティヴラーニングの実施をめざす

授業計画 担当者

オリエンテーション：語学を学ぶにあたって（フランスとフランス語に親しむ） 杉山

フランス語のアルファベットに親しむ 杉山

フランス語で挨拶をする 杉山

フランス語で名前を言う 杉山

フランス語で国籍を言う 杉山

フランス語で職業を言う 杉山

フランス語で年齢を言う　 杉山

フランス語で家族を語る 杉山

フランス語で好きなものを言う 杉山

フランス語で友達について話す 杉山

フランス語で持ち物を言う 杉山

フランス語で尋ねてみる 杉山

フランス語で近い未来、近い過去を言う 杉山

フランス語で時間を言う 杉山

テキスト 『パリのクール・ジャパン』、藤田裕二、朝日出版社、2018.1.30、2500円、ISBN978-4-255-35211-4

フランス語で天気を言う 杉山

事前・事後学習
事前学習・・・意味のわからない用語は辞書等で調べておくこと。
事後学習・・・小テストでロールプレイ等をして復習する。

課題に対するフィー
ドバックの方法

課題を課した場合、毎回チェックのうえ返却し、求めに応じて個別に対応する。　

質問・相談方法 授業の前後やオフィスアワー等で対応する。

オフィスアワー 月曜日　10:25〜10：35、12：05〜12：15　（講義室）

GPA基準

備考 ・受講希望者が5名未満の場合開講されません。

参考文献等 辞書の説明など、講義の中で説明していく。　

成績評価基準 聞く・書く・読むといった運用能力を習得し、フランス語で会話ができること。

成績評価の方法 各講義中の毎回の小テスト（50％）、授業中の平常点（50％）での総合評価



第１回

第２回

第３回

第４回

1･2限目

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

配当年次 1 科目群

開講期 前期 卒業の選択・必修 選択必修

科目名 韓国語演習Ⅰ　　3学科共通（児教・生活・教養）

担当者 李　賢雄

授業形式 演習 科目ナンバー

授業の概要
韓国語の文字(ハングル)の読み書きを身につけ、簡単な挨拶表現及び基礎文法を説明した後、音読練習、
作文練習、対話練習を通じて、授業の最後に目標会話を暗記し発表や小テスト時間を設けることにより学
習内容を授業時にしっかり身につけることを目指す。

授業の到達目標
1. 韓国語の文字(ハングル)と発音を表すことができる。
2. 自己紹介や簡単な日常会話ができる。
3. 言語を通じて韓国への理解を深めることができる。

単位数 2 担当形態 単独

免許・資格情報

韓国語の文字(ハングル)と発音２(母音)　 李（イ)

韓国語の文字(ハングル)と発音３(パッチム)　 李（イ)

日本語のハングル表記方法　 李（イ)

授業計画 担当者

オリエンテーション：語学を学ぶに当たって　 李（イ)

韓国語の文字(ハングル)と発音１(母音)　 李（イ)

出身地について尋ねる２（応用）　 李（イ)

家族の呼び名及び紹介１（文法）　 李（イ)

家族の呼び名及び紹介２（応用） 李（イ)

物事の名称についての表現１（文法） 李（イ)

物事の名称についての表現２（応用）　 李（イ)

出身地について尋ねる１（文法）　 李（イ)

事前・事後学習
・テキストを事前に読んでおくこと。
・各課に出てくる新しい単語や用語は辞書等で調べておくこと。
・５回おきに小テストを行うので復習をすること。

課題に対するフィー
ドバックの方法

課題を果たした場合求めに応じて個別に指導、授業内で提出された課題の要点に触れる。

存在の有無を表す１（文法）　 李（イ)

存在の有無を表す２（応用） 李（イ)

場所を尋ねる表現１（漢数字１／文法）　 李（イ)

GPA基準

備考
・受講希望者が5名未満の場合開講されません。
・韓国語を初めて学習する人が望ましい。

参考文献等
「あいうえお」から始める書き込み式ハングルBOOK、栗原景　著、成美堂出版、2012年、1,000円(税抜き)、
ISBN978-4-415-03030-2

成績評価基準
ハングルの母音と子音を正確に区別でき、決まり文句としての挨拶や簡単な質問ができ、またそういった質
問に答えることができたものは合格とする。

成績評価の方法 定期試験（50%）、小テスト（30%）、課題（20%）

質問・相談方法 授業の前後やオフィスアワーで対応する。

オフィスアワー 月曜日　8:40~8:50、10:20~10:30（講義室）

テキスト
これで話せる韓国語STEP１』、入佐信宏・金孝珍 共著、白帝社、2015年、2,300円(税抜き)、
ISBN978-4-86398-181-2C3087

場所を尋ねる表現２（漢数字２／応用）　 李（イ)



第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

科目名

配当年次

単位数

授業の概要

オリエンテーション：語学を学ぶに当たって　

1 科目群

開講期 前期 卒業の選択・必修 選択必修

韓国語演習Ⅰ　　3学科共通（児教・生活・教養）

担当者 姜　美貞

授業形式 演習 科目ナンバー

韓国語の文字(ハングル)の読み書きを身につけ、簡単な挨拶表現及び基礎文法を説明した後、音読練習、
作文練習、対話練習を通じて、授業の最後に目標会話を暗記し発表や小テスト時間を設けることにより学
習内容を授業時にしっかり身につけることを目指す。

授業の到達目標
1. 韓国語の文字(ハングル)と発音を表すことができる。
2. 自己紹介や簡単な日常会話ができる。
3. 言語を通じて韓国への理解を深めることができる。

授業計画 担当者

2 担当形態 単独

免許・資格情報

日本語のハングル表記方法　 姜

物事の名称についての表現１（文法） 姜

物事の名称についての表現２（応用）　 姜

姜

韓国語の文字(ハングル)と発音１(母音)　 姜

韓国語の文字(ハングル)と発音２(母音)　 姜

韓国語の文字(ハングル)と発音３(パッチム)　 姜

家族の呼び名及び紹介２（応用） 姜

存在の有無を表す１（文法）　 姜

存在の有無を表す２（応用） 姜

出身地について尋ねる１（文法）　 姜

出身地について尋ねる２（応用）　 姜

家族の呼び名及び紹介１（文法）　 姜

課題に対するフィー
ドバックの方法

課題を果たした場合求めに応じて個別に指導、授業内で提出された課題の要点に触れる。

質問・相談方法 授業の前後やオフィスアワーで対応する。

オフィスアワー 月曜日　8:40~8:50、10:20~10:30（講義室）

場所を尋ねる表現１（漢数字１／文法）　 姜

場所を尋ねる表現２（漢数字２／応用）　 姜

事前・事後学習
・テキストを事前に読んでおくこと。
・各課に出てくる新しい単語や用語は辞書等で調べておくこと。
・５回おきに小テストを行うので復習をすること。

成績評価の方法 定期試験（50%）、小テスト（30%）、課題（20%）

GPA基準

備考
・受講希望者が5名未満の場合開講されません。
・韓国語を初めて学習する人が望ましい。

テキスト
これで話せる韓国語STEP１』、入佐信宏・金孝珍 共著、白帝社、2015年、2,300円(税抜き)、
ISBN978-4-86398-181-2C3087

参考文献等
「あいうえお」から始める書き込み式ハングルBOOK、栗原景　著、成美堂出版、2012年、1,000円(税抜き)、
ISBN978-4-415-03030-2

成績評価基準
ハングルの母音と子音を正確に区別でき、決まり文句としての挨拶や簡単な質問ができ、またそういった質
問に答えることができたものは合格とする。



前期　火曜

5･6限目













前期　金曜

5･6限目











前期　金曜

7･8限目









後期　木曜

5･6限目

















後期　金曜

5･6限目












