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301 日本語表現 1 

担当教員 富澤 萌未 講師 曜日時限 月 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

【授業の概要】 

状況や目的、相手に応じて的確に相手に意見を伝えるための表現方法を習得することを目標とする。実用的文書・文学作

品・レポートなどさまざまな文章を分析する。また、実際に文章を作成してみることで、発信者・受信者の両方の立場から日本

語の表現方法を考える。 

【到達目標】 

・さまざまな文章を分析・作成することを通して、状況や目的、相手に応じた適切な表現ができるようになる。 

・情報を適切に処理し、自分の意見を相手に伝えることができる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

1 年生必修（履修者名簿は掲示で発表する）。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義 

講義と実作を中心とする。なお、年間に２コマほどキャリア支援センターとの連携授業を予定している。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

・平常点（出席・授業態度）を 40％、授業で扱った課題・小テストを 60％とする。 

・授業態度が悪く、注意しても改まらない場合は減点する（対面の場合）。 

・3 分の 2 以上は出席しなければ単位を与えない。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス：日本語表現を学ぶ目的 

2.実用文を読む：取扱説明書・レシピなど 

3.文章の作法①：語彙・文字 

4.文章の作法②：読みやすい文・段落・読点の打ち方 

5.文章の作法③：翻訳から学ぶ 

6.表現の工夫①：表記方法 

7.表現の工夫②：言葉遊び 

8.表現の工夫③：擬音語・擬態語 （オノマトペ） 

9.表現の工夫④：比喩表現 

10.表現の工夫の応用①：歌詞・詩・小説 

11.表現の工夫の応用②：広告文 

12.表現の工夫の応用③：評論文 

13.文学作品における「音」の表現①：古典文学 

14.文学作品における「音」の表現②：近現代文学 

【事前・事後学習-前期】 

毎回与えられた課題を実施してくること。(目安各３０－９０分)。次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.スピーチの構成と方法① 

2.スピーチの構成と方法② 

3.要約の方法 

4.要約の実践 
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5.レポート作成の手順と方法① 

6.レポート作成の手順と方法② 

7.レポート作成の手順と方法③ 

8.敬語の使い方と役割① 

9.敬語の使い方と役割② 

10.手紙の書き方とマナー 

11.メールの書き方 

12.電話の対応 

13.履歴書・エントリーシートの書き方 

14.自己 PR 文の作成 

【事前・事後学習-後期】 

毎回与えられた課題を実施してくること。(目安各３０－９０分) 

次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。 

【オフィスアワー】 

Google Classroom から受け付けます。 

対面授業になった場合は、月曜日  調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【教材】 

プリントを配布する。 

【その他】 

課題に対するフィードバックは基本的に授業内または Google Classroom にて行います。対面授業になった場合も同様です。 

302 日本語表現 2 

担当教員 富澤 萌未 講師 曜日時限 月 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

【授業の概要】 

状況や目的、相手に応じて的確に相手に意見を伝えるための表現方法を習得することを目標とする。実用的文書・文学作

品・レポートなどさまざまな文章を分析する。また、実際に文章を作成してみることで、発信者・受信者の両方の立場から日本

語の表現方法を考える。 

【到達目標】 

・さまざまな文章を分析・作成することを通して、状況や目的、相手に応じた適切な表現ができるようになる。 

・情報を適切に処理し、自分の意見を相手に伝えることができる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

1 年生必修（履修者名簿は掲示で発表する）。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義 

講義と実作を中心とする。なお、年間に２コマほどキャリア支援センターとの連携授業を予定している。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

・平常点（出席・授業態度）を 40％、授業で扱った課題・小テストを 60％とする。 
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・授業態度が悪く、注意しても改まらない場合は減点する（対面の場合）。 

・3 分の 2 以上は出席しなければ単位を与えない。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス：日本語表現を学ぶ目的 

2.実用文を読む：取扱説明書・レシピなど 

3.文章の作法①：語彙・文字 

4.文章の作法②：読みやすい文・段落・読点の打ち方 

5.文章の作法③：翻訳から学ぶ 

6.表現の工夫①：表記方法 

7.表現の工夫②：言葉遊び  

8.表現の工夫③：擬音語・擬態語 （オノマトペ） 

9.表現の工夫④：比喩表現 

10.表現の工夫の応用①：歌詞・詩・小説 

11.表現の工夫の応用②：広告文 

12.表現の工夫の応用③：評論文 

13.文学作品における「音」の表現①：古典文学 

14.文学作品における「音」の表現②：近現代文学 

【事前・事後学習-前期】 

毎回与えられた課題を実施してくること。(目安各３０－９０分)。 次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.スピーチの構成と方法① 

2.スピーチの構成と方法② 

3.要約の方法 

4.要約の実践 

5.レポート作成の手順と方法① 

6.レポート作成の手順と方法② 

7.レポート作成の手順と方法③ 

8.敬語の使い方と役割① 

9.敬語の使い方と役割② 

10.手紙の書き方とマナー 

11.メールの書き方 

12.電話の対応 

13.履歴書・エントリーシートの書き方 

14.自己 PR 文の作成 

【事前・事後学習-後期】 

毎回与えられた課題を実施してくること。(目安各３０－９０分)。 次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。 

【オフィスアワー】 

Google Classroom から受け付けます。 

対面授業になった場合は、月曜日  調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【教材】 

プリントを配布する。 

【その他】 

課題に対するフィードバックは基本的に授業内または Google Classroom にて行います。対面授業になった場合も同様です。 

303 日本語表現 3 

担当教員 内田 裕太 講師 曜日時限 水 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

【授業の概要】 

本授業では、前期においては日本語の多様な表現方法を小説や詩歌、評論等を通じて学ぶとともに、手紙や E メール、自己

紹介文の作成や文章の要約といった実作を通じて、主として＜読む力＞と＜書く力＞の習得を目指す。後期においては自身

のキャリアを見据えた上で、テーマに沿った形でプレゼンテーションやディスカッションを行い、＜聞く力＞と＜話す力＞の向

上を図る。 
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【到達目標】 

読む、書く、聞く、話すという４つの観点に沿って、自身の思考や感性を適切に言語化するための方法を学び、実践できるよう

になる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

１年生必修。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義と演習を中心とする。なお、後期にはキャリア支援センターとの連携授業を行う予定である。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○ ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

授業への取組（リアクションペーパー含む）６０％、課題４０％で評価する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.イントロダクション（日本語表現についての概要） 

2.自己紹介文作成の準備 

3.自己紹介文作成 

4.小説の表現①（概要説明） 

5.小説の表現②（表現技法） 

6.小説の表現③（作品の梗概作成） 

7.小説の表現④（作品分析） 

8.小説の表現⑤（作品分析） 

9.小説の表現⑥（書簡体小説の表現） 

10.詩歌の表現①（詩の表現について） 

11.詩歌の表現②（和歌の表現について） 

12.評論の表現① 

13.評論の表現② 

14.最終課題提出と前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.イントロダクション（日本語表現の概要説明） 

2.プレゼンテーションの概要 

3.ディスカッションの概要 

4.キャリア支援センターとの連携授業（音楽家としてのキャリ

アについて考える内容）を予定。 

5.キャリア支援センターとの連携授業（音楽家としてのキャリ

アについて考える内容）を予定。 

6.プレゼンテーションの準備① 

7.プレゼンテーションの実践① 

8.プレゼンテーションの実践② 

9.ディスカッションの準備① 

10.ディスカッションの実践① 

11.ディスカッションの実践② 

12.ディスカッションの実践③ 

13.異文化コミュニケーションについての概要説明 

14.最終課題提出と後期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

木曜日 調布教員室に時間を確保します。 

【教材】 

プリントを配布する。 
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304 日本語表現 4 

担当教員 内田 裕太 講師 曜日時限 木 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

【授業の概要】 

本授業では、前期においては日本語の多様な表現方法を小説や詩歌、評論等を通じて学ぶとともに、手紙や E メール、自己

紹介文の作成や文章の要約といった実作を通じて、主として＜読む力＞と＜書く力＞の習得を目指す。後期においては自身

のキャリアを見据えた上で、テーマに沿った形でプレゼンテーションやディスカッションを行い、＜聞く力＞と＜話す力＞の向

上を図る。 

【到達目標】 

読む、書く、聞く、話すという４つの観点に沿って、自身の思考や感性を適切に言語化するための方法を学び、実践できるよう

になる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

１年生必修。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義と演習を中心とする。なお、後期にはキャリア支援センターとの連携授業を行う予定である。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○ ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

授業への取組（リアクションペーパー含む）６０％、課題４０％で評価する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.イントロダクション（日本語表現についての概要） 

2.自己紹介文作成の準備 

3.自己紹介文作成 

4.小説の表現①（概要説明） 

5.小説の表現②（表現技法） 

6.小説の表現③（作品の梗概作成） 

7.小説の表現④（作品分析） 

8.小説の表現⑤（作品分析） 

9.小説の表現⑥（書簡体小説の表現） 

10.詩歌の表現①（詩の表現について） 

11.詩歌の表現②（和歌の表現について） 

12.評論の表現① 

13.評論の表現② 

14.最終課題提出と前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.イントロダクション（日本語表現の概要説明） 

2.プレゼンテーションの概要 

3.ディスカッションの概要 

4.キャリア支援センターとの連携授業（音楽家としてのキャリ

アについて考える内容）を予定。 

5.キャリア支援センターとの連携授業（音楽家としてのキャリ

アについて考える内容）を予定。 

6.プレゼンテーションの準備 

7.プレゼンテーションの実践① 

8.プレゼンテーションの実践② 

9.ディスカッションの準備 

10.ディスカッションの実践① 
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11.ディスカッションの実践② 

12.ディスカッションの実践③ 

13.異文化コミュニケーションについての概要説明 

14.最終課題提出と後期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

木曜日 調布教員室に時間を確保します。 

【教材】 

プリントを配布する。 

305 日本語表現 5 

担当教員 西野入 篤男 講師 曜日時限 金 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

【授業の概要】 

〈書く力〉〈読む力〉〈話す力〉〈聞く力〉の総合的な能力の育成を目指す。前期の中心的課題は〈書く力〉と〈読む力〉。新聞記事、

評論、小説などの読解および縮約・要約に取り組んでもらう。後期は〈話す力〉〈聞く力〉に焦点を当て、グループ活動を取り入

れていく。テーマに関する議論とプレゼンテーションを通し、意見を異にする他者と、円滑なコミュニケーションを取るための技

術を学んでいく。そのほか、音楽家としてのキャリアデザインについて真剣に考えていく。 

【到達目標】 

論理的で説得力のある文章を作成できるようになること 

意見を異にする他者と円滑なコミュニケーションを取れるようになること 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

1 年生必修（履修者名簿は掲示で発表する） 

【授業の形式】 

【遠隔】講義 

基本的には講義形式で授業を展開する。テーマに応じて、作文の実作やグループ活動に取り組んでもらう。 

後期にはキャリア支援センターから講師を招いて、キャリアデザインについての講座を開催する予定である。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席点 40％、授業で扱った課題の評価 30％、授業態度・提出物などを 30％として評価する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.第 1 回 〈読む力〉〈書く力〉〈話す力〉〈聞く力〉の育成 

1 年間を通じて何を学んでいくのかを解説していきます。 

2.第 2 回 自己 PR 

自己紹介、自己 PR について解説します。自分を正確に伝

えるための基本をおさえましょう。 

3.第 3 回 自分をどう伝えるか 

自己紹介をより良いものにするためのポイントを説明します。 

4.第 4 回 読者を意識する 

読者を意識した文章のポイントについて解説していきます。 

5.第 5 回 文章の縮約・要約 
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この回から要約の練習に入りますが、まずは読書をテーマ

に、本の読み方についての文章を読み、それを要約しても

らいます。 

6.第 6 回 マインドマップの活用 

要約の実践をデモンストレーションします。要点をまとめる

際に、マインドマップを活用することも紹介していきます。 

7.第 7 回 新聞記事の読解と要約 

新聞記事の要約をしてもらいます。 

8.第 8 回 新書の読解と要約 

書籍（新書）の要約をしてもらいます。 

9.第 9 回 曲の紹介文を書く 

音楽を伝える言葉の可能性について考えていきます。 

10.第 10 回 批判的読解 

批判的読解（クリティカル・リーディング）について解説して

いきます。 

11.第 11 回 ティーチング・アーティスト 

「TA（ティーチング・アーティスト）」について、その活動背景

や社会状況への問題提起の一部を紹介していきます。 

12.第 12 回 文章の具体化 

文章を「具体化」し、説得力のある表現で書く（話す）ための

ポイントを整理して解説していきます。 

13.第 13 回 デザイン思考 

前期の振り返りと後期の予習をします。デザイン思考につ

いて簡単な解説をします。 

14.第 14 回 後期授業のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.第 1 回 後期の授業目的 

グループディスカッションとはどのようなものかを解説します。

自分のコミュニケーションタイプを知るためのチェックシート

もあります。 

2.第 2 回 コミュニケーションのタイプについて 

コミュニケーションの４タイプについて説明します。自分のタ

イプや相手のタイプを意識したコミュニケーションについて

考えていきます。 

3.第 3 回 構成的グループ・エンカウンター 

構成的グループ・エンカウンターについて説明します。グル

ープ活動を行う際に、話し合いの深度を深める方法を覚え

てください。 

4.第 4 回 キャリア支援との連携授業 1 

2 回にわたって、キャリア支援センターから講師を招いて、

音楽と社会についてや、そこで求められる日本語力につい

て話し合っていきます。 

5.第 5 回 キャリア支援との連携授業 2 

6.第 6 回 プレゼンテーション 

プレゼンテーションを行う際のポイントについて解説してい

きます。 

7.第 7 回 手紙のマナー 

手紙の基本的なマナーについてお話しします。 

8.第 8 回 電子メールのマナー 

電子メールのマナーについて解説していきます。 

9.第 9 回 エントリーシート 

エントリシート完成に向けてのポイント解説をします。 

10.第 10 回 エントリーシート完成に向けて 

桐朋のカリキュラム構成について解説を加えながら、桐朋

生の養っている能力について考えていきます。 

11.第 11 回 エントリーシート完成に向けて 

桐朋生の学校生活を分析しながら、音大生の育成している

能力や、社会に出た際の強みについて考えていきます。 

12.第 12 回 エントリーシート完成に向けて 

エントリーシートのポイントを解説し、実際に記入方法の実

践を行います。 

13.第 13 回 具体化、ストーリ性、バランス 

提出されたエントリーシートを、上記のテーマから考え直し

ていきます。 

14.第 14 回 後期授業の総まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各６０分)文章作成の際は、辞書を持っていること

が望ましい（電子辞書可）。 

【オフィスアワー】 
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水曜日、金曜日の授業時間前後に時間を確保します。 

【教材】 

プリントを配布する。 

【その他】 

課題に対するフィードバックは次週授業の最初に行います。 

311～312  英語 1-G、英語 2-W 

曜日時限・単位・担当

教員 
曜日時限、担当教員：時間割参照  単位数：各 2 単位 

実施キャンパス 調布 

対象年次 学部 1 年～ 

【授業の概要】 

基礎的な文法、構文、語法、を 1-G では主に英文和訳、2-W では主に和文英訳の形で学習します。また、「語彙力」強化の

ため、各授業のはじめに「単語テスト」を行います。＊クラスの学習内容や進度については、受講生の能力に合わせるので、こ

の授業内容の通りに行かない場合があります。担当教員の指示に従ってください。 

【到達目標】 

基礎的な英文法の習得 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

英語初級「Level I」＊他のレベルへの移動はできません。 

【授業の形式】 

【対面】演習（英文和訳、和文英訳など）＋【対面】講義（文法解説）＊ただし、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、

【遠隔】（動画配信）で実施する。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.INTRODUCTION 

2.基本３時制 １ 

3.基本３時制 ２ 

4.基本３時制 ３ 

5.基本 3 時制 まとめ 

6.基本５文型 １ 

7.基本５文型 ２ 

8.基本 5 文型 ３ 

9.基本５文型 ４ 

10.基本５文型 ５ 

11.基本 5 文型 まとめ 

12.形容詞の用法 １ 

13.形容詞の用法 ２ 

14.前期まとめ 

【事前・事後学習-前期】 

事前学習：毎回指定される単語テストの範囲の単語を必ず事前に覚えておくこと。（30 分） 

事後学習：前の授業で習った範囲を一通り見直しておくこと。（30 分） 

【授業展開と内容-後期】 
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1.助動詞 １ 

2.助動詞 ２ 

3.助動詞 ３ 

4.現在完了 １ 

5.現在完了 ２ 

6.現在完了 ３ 

7.現在完了 まとめ 

8.受動態 １ 

9.受動態 ２ 

10.修飾語 １ 

11.準動詞 １ 動名詞 

12.準動詞 ２ to 不定詞（１） 

13.準動詞 ３ to 不定詞（２） 

14.後期まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

事前学習：毎回指定される単語テストの範囲の単語を必ず事前に覚えておくこと。（30 分）事後学習：前の授業で習った範囲

を一通り見直しておくこと。（30 分） 

【オフィスアワー】 

授業の前後に時間を確保します。教員室（調布）に来てください。 

【教材】 

プリント配布 

【その他】 

課題に対するフィードバックは次週授業の最初に行います。 

313～322  英語 3-G、英語 4-W、英語 5-G、英語 6-W、英語 7-G、英語 8-W、英語

9-G、英語 10-W、英語 11-G、英語 12-WS 

曜日時限・単位・担当

教員 
曜日時限、担当教員：時間割参照  単位数：各 2 単位 

実施キャンパス 調布 

対象年次 学部 1 年～ 

【授業の概要】 

基本的な英語の文法・構文を、G クラスでは主に英文和訳の形で、W クラスでは主に和文英訳の形で学習します。その他、ク

ラスによっては「読本」的な内容、「会話」的な内容が加味されることもあります。（WS は、ネイティブによる授業です。）また、語

彙力強化のため、各授業で単語テストを行います。（出題は『ターゲット１４００』から）＊12-WS は、単語テストなし。 

＊実際の授業の進度、学習内容については、一応の目安を「授業展開と内容」に示していますが、クラスによって受講生の実

力に応じた進み方をするので、この『授業内容』に記載の通りには行かない場合があります。授業で使う教材も担当教員がそ

れぞれ決めますので、各授業の担当教員の指示に従ってください。 

【到達目標】 

基礎的な文法事項を習得する。基本的な例文を英文和訳、和文英訳できるようにする。 

決められた範囲の英単語を着実に身に着ける。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

英語中級「Level II」（受講は指定されたクラス） 

【授業の形式】 

【遠隔】演習 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

各クラスの担当教員に確認してください。 

 

【授業展開と内容-前期】 

1.INTRODUCTION 

2.be 動詞・一般動詞 １ 

3.be 動詞・一般動詞 ２ 

4.基本時制 １ 

5.基本時制 ２ 

6.基本時制 ３ 

7.品詞・基本文型 １ 

8.品詞・基本文型 ２ 

9.品詞・基本文型 ３ 

10.助動詞 １ 

11.助動詞 ２ 

12.完了形・進行形 １ 

13.時制まとめ 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

事前学習：毎回指定される単語テストの範囲の単語を必ず事前に覚えておくこと。（30 分）  

事後学習：前の授業で習った範囲を一通り見直しておくこと。（30 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.能動態・受動態 １ 

2.能動態・受動態 ２ 

3.準動詞 ―不定詞― １ 

4.準動詞 ―不定詞― ２ 

5.準動詞 ―動名詞― 

6.準動詞 ―分詞― １ 

7.準動詞 ―分詞― ２ 

8.関係詞 １ 

9.関係詞 ２ 

10.接続詞 １ 

11.接続詞 ２ 

12.比較の表現 １ 

13.比較の表現 ２ 

14.後期まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

事前学習：毎回指定される単語テストの範囲の単語を必ず事前に覚えておくこと。（30 分）事後学習：前の授業で習った範囲

を一通り見直しておくこと。（30 分） 

【オフィスアワー】 

授業の前後に時間を確保します。教員室（調布）に来てください。 

【教材】 

＊使う教材は、授業担当者の指示による。 

【その他】 

課題に対するフィードバックは次週授業の最初に行います。 

 

323 英語 14-G 

担当教員 間瀬 裕子 講師 曜日時限 水 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 
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【授業の概要】 

イギリスの劇作家ウィリアム・シェクスピア（1564-1616) の劇作品とヨーロッパ音楽はじめ、世界の芸術へ及ぼした影響につい

て学ぶ。 

【到達目標】 

イギリス 16 世紀後半〜17 世紀初頭にかけて活躍した劇作家、ウィリアム・シェイクスピアとその作品を鑑賞する。そして、クラシ

ック音楽、オペラ、ミュージカル等に及ぼした影響について比較考察する。英語で書かれた資料・原書を必要に応じて扱う。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

予備知識は不要。 

 

【授業の形式】 

【遠隔】講義形式 （ 状況が落ち着いたら、対面授業に切り替えたい。DVD での鑑賞が必須のため。） 作品に関する学習を

済ませた後、舞台、映画、オペラ、ミュージカルの鑑賞をする。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 

2.ウィリアム・シェイクスピアの生涯と時代背景 １  

教材をファイルにアップする。 

＜参考＞ 映画『エリザベス』『エリザベス：ゴールデン・エイ

ジ』『ふたりの女王 メアリーとエリザベス』 

3.ウィリアム・シェイクスピアの生涯と時代背景 ２  

教材をファイルにアップする。 

＜参考＞ 映画『エリザベス』『エリザベス：ゴールデン・エイ

ジ『ふたりの女王 メアリーとエリザベス』 

4.ウィリアム・シェイクスピアの全劇作品概観  1   (劇団の

活動が伝染病の流行に苦しめられた事実をも確認する) 

教材をファイルにアップする。 

＜参考＞ 映画『恋に落ちたシェイクスピア』(フィクションだ

が、当時の劇団の状況などをうかがい知ることができる） 

5.ウィリアム・シェイクスピアの全劇作品概観  2   ー同世

代劇作家、ベン・ジョンソンの献辞よりー 

教材をファイルにアップする。 

6.シェイクスピアの劇作品 1     初期(1600 年まで）の喜

劇・悲劇・歴史劇  

英語資料講読を通して概観する。 

教材をファイルにアップする。 

7.『ロミオとジュリエット』筋の確認 

教材をファイルにアップする。 

8.『夏の夜の夢』筋の確認 

教材をファイルにアップする。 

9.シェイクスピアの劇作品 2     1600 年以降引退(1613

年)までの作品 

英語資料講読を通して概観する。 

教材をファイルにアップする。 

10.四大悲劇 (『ハムレット』『オセロ』『リア王』『マクベス』）に

ついて 

教材をファイルにアップする。 

11.『ハムレット』筋の確認 原書、一部を講読 

教材をファイルにアップする。 

 

12.『リア王』筋の確認 原書、一部を講読 

教材をファイルにアップする。 

＜比較＞黒澤明『乱』 

13.『マクベス』筋の確認 原書、一部を講読 

教材をファイルにアップする。 

＜比較＞黒澤明『蜘蛛巣城』  

    ショスタコーヴィチ オペラ『ムツェンスク郡のマクベス

夫人』 

14.『オセロ』筋の確認 原書、一部を講読 

教材をファイルにアップする。 

【事前・事後学習-前期】 

指示した教材に目を通すこと。（目安 30 分) 
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【授業展開と内容-後期】 

1.ガイダンス 

2.『オセロ』詳細 1    映画＝舞台版 『オセロ』鑑賞 

教材をファイルにアップする。 

3.『オセロ』詳細 2    映画＝舞台版 『オセロ』鑑賞 

教材をファイルにアップする。 

4.ヴェルディ『オテロ』との比較 1 『オテロ』鑑賞 

教材をファイルにアップする。 

5.ヴェルディ『オテロ』との比較 2 『オテロ』鑑賞 

教材をファイルにアップする。 

6.ヴェルディ『オテロ』との比較 3 『オテロ』鑑賞 

教材をファイルにアップする。 

7.プロコフィエフ  バレエ 『ロミオとジュリエット』との比較 1    

バレエ『ロミオとジュリエット』鑑賞 

教材をファイルにアップする。 

8.プロコフィエフ  バレエ 『ロミオとジュリエット』との比較  

2    バレエ『ロミオとジュリエット』鑑賞 

教材をファイルにアップする。 

9.ミュージカル『ウェストサイド物語』と『ロミオとジュリエット』

の比較  １ ミュージカル『ウェストサイド物語』鑑賞 

教材をファイルにアップする。 

10.ミュージカル『ウェストサイド物語』と『ロミオとジュリエット』

の比較  2     ミュージカル『ウェストサイド物語』鑑賞 

 教材をファイルにアップする。 

11.ミュージカル『ウェストサイド物語』と『ロミオとジュリエット』

の比較  3      ミュージカル『ウェストサイド物語』鑑賞 

教材をファイルにアップする。 

12.クリストファー・マーロウ『フォースタス博士の悲劇』とファ

ウスト伝説 1 

教材をファイルにアップする。 

13.クリストファー・マーロウ『フォースタス博士の悲劇』とファ

ウスト伝説 2 

教材をファイルにアップする。 

14.まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

指示した教材に目を通すこと。（目安 30 分) 

 

【オフィスアワー】 

水曜日 調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

 

324 英語 15-R 

担当教員 田中 由香 講師 曜日時限 水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

＜英語で読む「音楽」/ 「音楽」で読む英語＞  

・音楽をテーマにした映画のセリフ＆モノローグ等  

・著名演奏家、指揮者、作曲家へのインタビュー記事  

・輸入盤音楽ＣＤに付属の解説  

・新聞雑誌に掲載されるレビュー  

・音楽を扱っている小説 

等の様々な題材では、映画の主人公や、著名な音楽家達が「彼らにとっての音楽とは何か」を語っています。それらを使いな

がら、英文の理解力向上を目指します。 

【到達目標】 

英語の音に慣れ､ある程度のまとまりの英文を聞き、理解できるようにする。 
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また､自分からも発信できるように正しい英語で書き､話すことができるようになる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし 

【授業の形式】 

【遠隔】演習。 

Google classroom を使いプリントの配布や、オンデマンド動画の配信を行う。 

映画やインタビューなどを扱う時は、英語の聞き取りから入り、英語を聞くこと になれる。その後テキストを訳していく。 

その中で英語と日本語の構造の違いを理解していきたい。予習が必須となるが、授業の中でも辞書を引き語彙の補強を行う。

毎回必ず辞書を持ってくること。 

 

このクラスに参加する人は下記のリンクから Googleclassroom に登録して下さい。 

https://classroom.google.com/c/MjY2ODEyNTU3NzM5?hl=ja&cjc=rfd7v47 

 

質問などは田中由香 tanaka-yuka@pl.tohomusic.ac.jp 

に題名を「桐朋学園 U15R 氏名」とつけて送ってください。 

 

動画の配信、プリントの配布などは全て google classroom から行います。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○ ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.introduction 映画 『不滅の恋』1 

2.映画 『不滅の恋』2 

3.映画 『不滅の恋』3 

4.新聞記事 

5.映画『アマデウス』1 

6.映画『アマデウス』2 

7.映画『アマデウス』3 

8.解説 Art of Conducting を読む 

9.ドキュメンタリー「Art of Conducting」1 

10.ドキュメンタリー「Art of Conducting」2 

11.ドキュメンタリー「Art of Conducting」3 

12.ドキュメンタリー映画『ます』1 

13.ドキュメンタリー映画『ます』2 

14.まとめ 

【事前・事後学習-前期】 

指定の箇所の予習。レッスン後再度動画を見たり、音声を聞き英語の聞き取り、音読を行う。出された課題に取り組む。（目安

３０分から６０分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.ドキュメンタリー『ハーレムのヴァイオリン教室』1 

2.ドキュメンタリー『ハーレムのヴァイオリン教室』2 

3.ドキュメンタリー『ハーレムのヴァイオリン教室』3 

4.小説「ほんとうのジャクリーヌ・デュプレ」 

5.映画「ほんとうのジャクリーヌ・デュプレ」1 

6.映画「ほんとうのジャクリーヌ・デュプレ」2 

7.映画「ほんとうのジャクリーヌ・デュプレ」3 

8.CD ライナー 

9.映画「シャイン」1 

10.映画「シャイン」2 

11.映画「シャイン」3 

12.ドキュメンタリー「エルガーのエニグマ変奏曲の謎」1 

13.ドキュメンタリー「エルガーのエニグマ変奏曲の謎」2 

14.後期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

指定の箇所の予習。レッスン後動画を見て英語の聞き取り、音読を行う。課題に取り組む。（目安３０分から６０分） 

【オフィスアワー】 
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オンデマンド方式なので、直接面談できる時間は決まっていないが、メールで質問、相談を受け付ける。また、状況に応じて

は個人的に Zoom で直接やりとりすることも可能。 

田中由香 tanaka-yuka@pl.tohomusic.ac.jp 

【教材】 

随時プリントを配ります。 

【その他】 

出欠席 遅刻 3 回で１回欠席と見なす。半期で欠席５回以上（年間欠席 9 回以上）は単位を認めない。特別な事情のある人

は事前に相談に来ること。 

 

325 英語 16-OC 

担当教員 ﾌﾙﾄﾝ ｼﾞｪﾚﾐｰ 特任講師 曜日時限 月 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

This class will focus on improving students English communication ability. Classes will be student centered and students will 

develop speaking and listening skills. 

【到達目標】 

Students will be expected to complete in class assignments and to actively participate in class. 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

Students should have a basic understanding of English grammar. Students should be able to understand and use basic English 

vocabulary. 

【授業の形式】 

【対面】講義。 

Students will work in pairs and small groups to complete tasks. Classes will utilize kinaesthetic, auditory, and visual learning 

styles. Creativity will be encouraged and students should enjoy communicating with their classmates.  

Face to face lecture. 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.Introduction to English communication 

2.Talking about yourself 

3.Talking about your friends and family 

4.Talking about your school 

5.Talking about the past 1 

6.Talking about the past 2  

7.Talking about the future 

8.Talking about your neighborhood 

9.Talking about vacations 

10.Project 

11.Project 

12.Project 

13.Presentation of project and feedback 

14.Review 

【事前・事後学習-前期】 
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Students will be given tasks to be completed at home (30-60 minutes). Students should review the previous class at home and 

submit any questions about the class content. 

Students should consider class content and prepare to discuss each topic by researching appropriate vocabulary and 

expressions. 

【授業展開と内容-後期】 

1.Review of 1st semester. 

2.Talking about differences and similarities 

3.Talking about health 

4.Talking about possibilities 

5.Talking about numbers 

6.Talking about expectations 

7.Talking about music 

8.Talking about abilities 

9.Talking about work 

10.Project 

11.Project 

12.Project 

13.Presentation and feedback 

14.Review 

【事前・事後学習-後期】 

Students will be given tasks to be completed at home (30-60 minutes). Students should review the previous class at home and 

submit any questions about the class content. 

Students should consider class content and prepare to discuss each topic by researching appropriate vocabulary and 

expressions. 

【オフィスアワー】 

Monday before first period Chofu teacher's room. Monday lunchtime Chofu teachers room. 

【教材】 

Students will be provided with materials by the teacher in class. 

 

326 英語 17-OC 

担当教員 ﾌﾙﾄﾝ ｼﾞｪﾚﾐｰ 特任講師 曜日時限 月 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

This class will focus on improving students English communication ability. Classes will be student centered and students will 

develop speaking and listening skills. Students will use English in real life situations and will be expected to apply their 

knowledge in roleplays. 

【到達目標】 

Students will be expected to complete in class assignments and to actively participate in class. 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

Students should have a basic understanding of English grammar. Students should be able to understand and use basic English 

vocabulary. 

【授業の形式】 

Students will work in pairs and small groups to complete tasks. Classes will utilize kinaesthetic, auditory, and visual learning 

styles. Creativity will be encouraged and students should enjoy communicating with their classmates.  

Face to face lecture. 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.Introduction 

2.Talking about people 1 

3.Talking about people 2 

4.Talking about places 1  

5.Talking about places 2 

6.Talking about things 1 (adjectives) 

7.Talking about things 2 (comparatives and superlatives) 

8.Talking about time 1 (the past) 

9.Talking about time 2 (the future) 

10.Talking about possibilities 

11.Project 1 

12.Project 1 

13.Project 1 

14.Presentation and feedback 

【事前・事後学習-前期】 

Students will be given tasks to be completed at home (30-60 minutes). Students should review the previous class at home and 

submit any questions about the class content. 

Students should consider class content and prepare to discuss each topic by researching appropriate vocabulary and 

expressions. 

【授業展開と内容-後期】 

1.Review of 1st semester 

2.Talking about health  

3.Talking about expectations 

4.Talking about numbers 

5.Talking about music 1 

6.Talking about music 2 

7.Talking about presentations 1 

8.Talking about presentations 2 

9.Presentation 

10.Project 2 

11.Project 2 

12.Project 2 

13.Presentation and feedback 

14.Review 

【事前・事後学習-後期】 

Students will be given tasks to be completed at home (30-60 minutes). Students should review the previous class at home and 

submit any questions about the class content. 

Students should consider class content and prepare to discuss each topic by researching appropriate vocabulary and 

expressions. 

【オフィスアワー】 

Monday before first period Chofu teacher's room. Monday lunchtime Chofu teachers room. 

【教材】 

Students will be provided with materials by the teacher in class. 

 

327 英語 18-RS 

担当教員 三浦 大輔 講師 曜日時限 木 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 
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【授業の概要】 

【実施方法と諸注意】 

＊ 実施方法【遠隔】講義 ＋ Google Meet によるライブ対面方式のスピーキングの授業を組み合わせて行います 

・Google Classroom と Google Meet を使用する予定です。ご自身の@g.tohomusic.ac.jp のアドレスを確認しておいてください。

またアプリをダウンロードしておくと良いと思います。 

・Google Classroom のコードは xbhqknp です。入ったからといって必ず受講しなければいけないわけではないので、一度試

しに入ってみてください。 

・何か困ったことがある場合は、 

miura.daisuke@g.tohomusic.ac.jp 

まで連絡をください。 

 

【授業内容】 

この授業では「TED」などを題材に、将来（音楽関連などの分野で）英語が（読む・聞く・書く・話す４つの側面すべてにおいて）

使えるようになるための基礎を育てることを目標とします。もう一つのテーマとして、授業で扱う様々なトピック（例えば脳や心理

学の話など）を通じて、教養を深めたり、視野を広げたり、器の大きな人間になって欲しいと思っています。また、今年の授業テ

ーマとして「読むのは簡単だけど、それを英語で喋って説明できない」ような問題を用意します。「読めるけど喋れないこと」を

少しでも減らしていきましょう。 

 

【昨年度からの変更点】 

大きく変更はしませんが、毎回のレッスンに、スピーキングで使えてほしい文構造（関係詞、従属接続詞など）を使って練習を

少し取り入れようと考えています。トピックも少し去年とは変えたいのですが、未定です、すみません。 

【到達目標】 

①英語だけでなく、様々な分野を学び、視野を広げたり、教養を深めること。 

②教員に頼らなくとも、必要に応じて英語学習が自主的にできる自立した学習者になること 

③４技能(リーディング・リスニング・ライティング・スピーキング) において将来の必要に見合った基礎的な英語力をつけること 

④特に「読めるけど英語で言えない」ことを減らしていくこと 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

いわゆる「楽単」ではありません。スピーキングテストや自主課題など、主体的に学ばなくてはならない時間もあるでしょう。それ

でも皆さんにとって実りある学びになればと思います。 

また、すでに履修したことがある学生でも参加できます。リピーターが多ければ、できるだけ今までにやっていないトピックを扱

います（多くは既習のトピックになってしまうかもしれません。それでもスピーキング力向上には繋がりますが、既習範囲をやる

のが嫌であれば履修しないほうがよいかもしれません）。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義 ＋α 

講義の動画を見ること＋Google Meet でライブ対面の二本立てです。 

講義の動画を見て、各自スピーキングを練習し、練習成果をライブの対面でやるという形式をとります。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

試験・レポート・授業参加・スピーキングテストを大体 25%ずつ評価します。 

【授業展開と内容-前期】 
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1.イントロ / 授業の進め方 / 自律のための３ステップ 

なぜ自律が重要なのか 

2.Lesson1 「30 日間チャレンジ」 

3.Lesson 2「まだマシュマロを食べちゃだめ！」 

①リーディングからスピーキングへ  ②将来のために今を

犠牲にすることが本当に大事なのか？ 

4.★ Lesson 3「テロリストの息子」 

①英語で要約を書く ②他人の期待通り生きることは他人

の人生を生きること 

5.Lesson 4「限界を受け入れる」 

①読んだ話を英語で伝える ②諦めることは扉を開く 

6.Lesson 5「オトナ帝国の逆襲」 

①読んだ話を英語で伝える ②過去と未来どちらを生きる

か 

7.Lesson 6「内向的な人の隠れた力」 

①読んだ話を英語で伝える ②私達はつい外向的な人が

優れていると思い込んでしまう 

8.Lesson 7「あらゆるメロディをパブリックドメインにする」 

①読んだ話を英語で伝える ②作曲は模倣？ 

9.Lesson 8「スリで人間の生体を暴く」 

①英語を正しく読む ②未定 

10.Lesson 9「不完全さの中に完全さを見出す」 

①リーディングからスピーキングへ ②完全な演奏は不完

全？ 

11.Lesson 10「振る舞いが気持ちを変える」 

①英語を正しく読む ②自信のあるフリをするだけでいい 

12.Additional Topic 1 小説を読んでみよう 

13.Additional Topic 2 口語表現を学ぼう 

14.スピーキングテストなど 

自律した学習者になれているか？ 

【事前・事後学習-前期】 

事前予習は不要です。ネタバレになってしまうのでしないでください。日本語に不安のある学生は TED トークをあらかじめ母

国語の字幕付きで確認してくることは可能です。事後は自身で決定した宿題に基づいて、自分の目標にあった学習を行なっ

てください。 

【授業展開と内容-後期】 

1.Introduction / どんな授業にしたいか / 後期の変更点 

後期目標の再設定 

2.後期はかなり未定の部分が多いです。シラバス通りのトピ

ックを扱うとは限りません。 

Lesson 11「今までにない幼稚園ふじようちえん」 

①字幕無しでリスニング ②あなたはあなたが最も多くの時

間を一緒に過ごしている５人の平均である 

3.Lesson 12「過保護が子供の自己効力感を殺す」 

①要約を英語で書く ②You cannot teach a man anything, 

you can only help him find it within himself 

4.Lesson 13「スティーブ・ジョブズ、スタンフォード大学スピ

ーチ」 

①読むのは簡単、でも英語で言える？ ②今やっているこ

との意味は、今はわからないもの 

5.Lesson 14「学校は創造力を殺している？」  

①正しく読む ②学校は個性を育むのか、それとも殺すの

か 

6.Lesson 15「錯覚で溢れる世界」 

①読むのは簡単、でも英語で言える？ ②私たちの見てい

る世界が本当の世界ではない 

7.Lesson 16「人間は不合理な生き物」 

①英語を正しく読む ②なぜあの人に惹かれるのか 

8.Lesson 17「世界について無知にならないために」 

①要約を英語で書く ②世界はもはや先進国と発展途上

国ではない 

9.Lesson 18「インターネットは世界の扉ではない」 

①読むのは簡単、でも英語で言える？ ②ネットのせいで

私たちは自分をループしているにすぎない 

10.Lesson 19「音楽の未来: クラシック音楽はコンピュータ

に乗っ取られるか」 

①読むのは簡単、でも英語で言える？ ②未来の人間の

音楽家の役割は何だろう 

11.Lesson 20「ストレスは味方」 

①正しく読む ②五郎丸ポーズに意味はあるの？ 

12.Additional Topic 3  

13.Additional Topic 4 

14.スピーキングテストなど 

自律した学習者になれたか？ 

15.まとめと振り返り 

この授業で何がしたかったか 

【事前・事後学習-後期】 

事前予習は不要です。ネタバレになってしまうのでしないでください。日本語に不安のある学生は TED トークをあらかじめ母
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国語の字幕付きで確認してくることは可能です。事後は自身で決定した宿題に基づいて、自分の目標にあった学習を行なっ

てください。 

【オフィスアワー】 

普段は毎週１度調布キャンパスに来ます（授業の木曜日）それ以外の平日は仙川キャンパスの教員室を訪ねてください。 

質問などは、事前にアポイントメントを取ってくださればできるだけ対応します。 

オンラインの授業の間は、下記アドレスに連絡を入れてください 

miura.daisuke@g.tohomusic.ac.jp 

【教材】 

自作プリントなど。初回授業で伝えます。 

【その他】 

課題に対するフィードバックは次週授業の最初に行います。 

 

328 英語 19-RS 

担当教員 三浦 大輔 講師 曜日時限 木 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

【実施方法と諸注意】 

＊ 実施方法【遠隔】講義 ＋ Google Meet によるライブ対面方式のスピーキングの授業を組み合わせて行います 

・Google Classroom と Google Meet を使用する予定です。ご自身の@g.tohomusic.ac.jp のアドレスを確認しておいてください。

またアプリをダウンロードしておくと良いと思います。 

・Google Classroom のコードは qn3pxeh です。入ったからといって必ず受講しなければいけないわけではないので、一度試

しに入ってみてください。 

・何か困ったことがある場合は、 

miura.daisuke@g.tohomusic.ac.jp 

まで連絡をください。 

 

【授業内容】 

この授業では「TED」などを題材に、将来（音楽関連などの分野で）英語が（読む・聞く・書く・話す４つの側面すべてにおいて）

使えるようになるための基礎を育てることを目標とします。もう一つのテーマとして、授業で扱う様々なトピック（例えば脳や心理

学の話など）を通じて、教養を深めたり、視野を広げたり、器の大きな人間になって欲しいと思っています。また、今年の授業テ

ーマとして「読むのは簡単だけど、それを英語で喋って説明できない」ような問題を用意します。「読めるけど喋れないこと」を

少しでも減らしていきましょう。 

 

【昨年度からの変更点】 

大きく変更はしませんが、毎回のレッスンに、スピーキングで使えてほしい文構造（関係詞、従属接続詞など）を使って練習を

少し取り入れようと考えています。トピックも少し去年とは変えたいのですが、１月末現在未定です、すみません。 

 

【18RS との違い】 
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19RS は 18RS よりも少し発展的な内容を混ぜたいと考えていますが、例年どちらのクラスのレベルも同程度になりがちです。よ

り難しいものを扱いたい場合は 19RS を選択するとよいかもしれません。 

【到達目標】 

①英語だけでなく、様々な分野を学び、視野を広げたり、教養を深めること。 

②教員に頼らなくとも、必要に応じて英語学習が自主的にできる自立した学習者になること 

③４技能(リーディング・リスニング・ライティング・スピーキング) において将来の必要に見合った基礎的な英語力をつけること 

④特に「読めるけど英語で言えない」ことを減らしていくこと 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

いわゆる「楽単」ではありません。スピーキングテストや自主課題など、主体的に学ばなくてはならない時間もあるでしょう。それ

でも皆さんにとって実りある学びになればと思います。 

また、すでに履修したことがある学生でも参加できます。リピーターが多ければ、できるだけ今までにやっていないトピックを扱

います（多くは既習のトピックになってしまうかもしれません。それでもスピーキング力向上には繋がりますが、既習範囲をやる

のが嫌であれば履修しないほうがよいかもしれません）。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義 ＋α 

講義の動画を見ること＋Google Meet でライブ対面の二本立てです。 

講義の動画を見て、各自スピーキングを練習し、練習成果をライブの対面でやるという形式をとります。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

試験・レポート・授業参加・スピーキングテストを大体 25%ずつ評価します。 

【授業展開と内容-前期】 

1.イントロ / 授業の進め方 / 自律のための３ステップ 

なぜ自律が重要なのか 

2.Lesson1 「30 日間チャレンジ」 

3.Lesson 2「まだマシュマロを食べちゃだめ！」 

①リーディングからスピーキングへ  ②将来のために今を

犠牲にすることが本当に大事なのか？ 

4.★ Lesson 3「テロリストの息子」 

①英語で要約を書く ②他人の期待通り生きることは他人

の人生を生きること 

5.Lesson 4「限界を受け入れる」 

①読んだ話を英語で伝える ②諦めることは扉を開く 

6.Lesson 5「オトナ帝国の逆襲」 

①読んだ話を英語で伝える ②過去と未来どちらを生きる

か 

7.Lesson 6「内向的な人の隠れた力」 

①読んだ話を英語で伝える ②私達はつい外向的な人が

優れていると思い込んでしまう 

8.Lesson 7「あらゆるメロディをパブリックドメインにする」 

①読んだ話を英語で伝える ②作曲は模倣？ 

9.Lesson 8「スリで人間の生体を暴く」 

①英語を正しく読む ②未定 

10.Lesson 9「不完全さの中に完全さを見出す」 

①リーディングからスピーキングへ ②完全な演奏は不完

全？ 

11.Lesson 10「振る舞いが気持ちを変える」 

①英語を正しく読む ②自信のあるフリをするだけでいい 

12.Additional Topic 1 小説を読んでみよう 

13.Additional Topic 2 口語表現を学ぼう 

14.スピーキングテストなど 

自律した学習者になれているか？ 

【事前・事後学習-前期】 

事前予習は不要です。ネタバレになってしまうのでしないでください。日本語に不安のある学生は TED トークをあらかじめ母

国語の字幕付きで確認してくることは可能です。事後は自身で決定した宿題に基づいて、自分の目標にあった学習を行なっ

てください。 
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【授業展開と内容-後期】 

1.Introduction / どんな授業にしたいか / 後期の変更点 

後期目標の再設定 

2.後期はかなり未定の部分が多いです。シラバス通りのトピ

ックを扱うとは限りません。 

Lesson 11「今までにない幼稚園ふじようちえん」 

①字幕無しでリスニング ②あなたはあなたが最も多くの時

間を一緒に過ごしている５人の平均である 

3.Lesson 12「過保護が子供の自己効力感を殺す」 

①要約を英語で書く ②You cannot teach a man anything, 

you can only help him find it within himself 

4.Lesson 13「スティーブ・ジョブズ、スタンフォード大学スピ

ーチ」 

①読むのは簡単、でも英語で言える？ ②今やっているこ

との意味は、今はわからないもの 

5.Lesson 14「学校は創造力を殺している？」  

①正しく読む ②学校は個性を育むのか、それとも殺すの

か 

6.Lesson 15「錯覚で溢れる世界」 

①読むのは簡単、でも英語で言える？ ②私たちの見てい

る世界が本当の世界ではない 

7.Lesson 16「人間は不合理な生き物」 

①英語を正しく読む ②なぜあの人に惹かれるのか 

8.Lesson 17「世界について無知にならないために」 

①要約を英語で書く ②世界はもはや先進国と発展途上

国ではない 

9.Lesson 18「インターネットは世界の扉ではない」 

①読むのは簡単、でも英語で言える？ ②ネットのせいで

私たちは自分をループしているにすぎない 

10.Lesson 19「音楽の未来: クラシック音楽はコンピュータ

に乗っ取られるか」 

①読むのは簡単、でも英語で言える？ ②未来の人間の

音楽家の役割は何だろう 

11.Lesson 20「ストレスは味方」 

①正しく読む ②五郎丸ポーズに意味はあるの？ 

12.Additional Topic 3  

13.スピーキングテストなど。 自律した学習者になれたか？ 

14.まとめと振り返り。この授業で何がしたかったか 

【事前・事後学習-後期】 

事前予習は不要です。ネタバレになってしまうのでしないでください。日本語に不安のある学生は TED トークをあらかじめ母

国語の字幕付きで確認してくることは可能です。事後は自身で決定した宿題に基づいて、自分の目標にあった学習を行なっ

てください。 

【オフィスアワー】 

普段は毎週１度調布キャンパスに来ます（授業の木曜日）それ以外の平日は仙川キャンパスの教員室を訪ねてください。 

質問などは、事前にアポイントメントを取ってくださればできるだけ対応します。 

オンラインの間は下記アドレスに連絡をください 

miura.daisuke@g.tohomusic.ac.jp 

【教材】 

自作プリントなど。初回授業で伝えます。 

【その他】 

課題に対するフィードバックは次週授業の最初に行います。 

 

329 英語 20-LW 

担当教員 奥野 元子 講師 曜日時限 水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

【授業の概要】 

アメリカの学生向けニュース番組 CNN10 のニュースの中から約２～3 分で完結しているものを選んだテキストを用い、ニュース
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映像の視聴、ディクテーション、内容確認、音読などでリスニング力を身につけていきます。また様々なジャンルのニュースに

ついて考え、自分の意見を伝える力を身につけることを目標とします。スクリプトを英語の語順のまま効率よく読む練習もして

いきます。 

【到達目標】 

・英語のニュースを視聴し、内容を理解できる。 

・様々な問題について考え、自分の意見を述べることができるようになる。 

・英文を英語の語順のまま読み、内容を理解できるようになる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

Level III（上級） 

【授業の形式】 

【遠隔】演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

試験だけでなく、各課題の提出や授業への取り組みも重視します。 

【授業展開と内容-前期】 

1.Introduction 

・授業の進め方について 

・課題（self introduction） 

2.Unit 1 (1) Spirit of Tokyo (Listening / Reading) 

意見交換、単語確認、ニュース視聴、内容確認、ディクテ

ーション、音読、リーディングを行います。 

 

3.Unit 1 (2) Spirit of Tokyo ( Writing / Speaking ) 

ニュース視聴、内容確認、ライティングを行います。 

4.Unit 2 (1) Researching Sharks (Listening / Reading) 

意見交換、単語確認、ニュース視聴、内容確認、ディクテ

ーション、音読、リーディングを行います。 

5.Unit 2 (2) Researching Sharks ( Writing / Speaking ) 

ニュース視聴、内容確認、ライティングを行います。 

6.Unit 3 (1) Fire Lookout (Listening / Reading) 

意見交換、単語確認、ニュース視聴、内容確認、ディクテ

ーション、音読、リーディングを行います。 

7.Unit 3 (2) Fire Lookout ( Writing / Speaking ) 

ニュース視聴、内容確認、ライティングを行います。 

8.Unit 4 (1) North Sea Windfarm (Listening / Reading) 

意見交換、単語確認、ニュース視聴、内容確認、ディクテ

ーション、音読、リーディングを行います。 

9.Unit 4 (2) North Sea Windfarm ( Writing / Speaking ) 

ニュース視聴、内容確認、ライティングを行います。 

10.Unit 5 (1) MRI for Dogs (Listening / Reading) 

意見交換、単語確認、ニュース視聴、内容確認、ディクテ

ーション、音読、リーディングを行います。 

11.Unit 5 (2) MRI for Dogs ( Writing / Speaking ) 

ニュース視聴、内容確認、ライティングを行います。 

12.Unit 6 (1) Beating Heat Stroke (Listening / Reading) 

意見交換、単語確認、ニュース視聴、内容確認、ディクテ

ーション、音読、リーディングを行います。 

13.Unit 6 (2) Beating Heat Stroke ( Writing / Speaking ) 

ニュース視聴、内容確認、ライティングを行います。 

14.まとめ 

【事前・事後学習-前期】 

(1)の授業では事前に Warm Up の課題を読み、英語で自分の意見を準備しておくこと。 

(2)では事前にスクリプトを読み、スラッシュなどを使って意味のカタマリをとらえておくこと。 

授業で扱った単語や表現の確認を行うこと。 

【授業展開と内容-後期】 

1.Unit 8 (1) The Emperor of Japan (Listening / Reading) 

意見交換、単語確認、ニュース視聴、内容確認、ディクテ

ーション、音読、リーディングを行います。 

2.Unit 8 (2) The Emperor of Japan ( Writing / Speaking ) 
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ニュース視聴、内容確認、ライティングを行います。 

3.Unit 9 (1) UK Monarch and Traditions (Listening / 

Reading) 

意見交換、単語確認、ニュース視聴、内容確認、ディクテ

ーション、音読、リーディングを行います。 

4.Unit 9 (2) UK Monarch and Traditions ( Writing / 

Speaking ) 

ニュース視聴、内容確認、ライティングを行います。 

5.Unit 10 (1) Da Vinci Exhibition (Listening / Reading) 

意見交換、単語確認、ニュース視聴、内容確認、ディクテ

ーション、音読、リーディングを行います。 

6.Unit 10 (2) Da Vinci Exhibition ( Writing / Speaking ) 

ニュース視聴、内容確認、ライティングを行います。 

7.Unit 11 (1) Disaster Robots (Listening / Reading) 

意見交換、単語確認、ニュース視聴、内容確認、ディクテ

ーション、音読、リーディングを行います。 

8.Unit 11 (2) Disaster Robots ( Writing / Speaking ) 

ニュース視聴、内容確認、ライティングを行います。 

9.Unit 12 (1) City Scooters (Listening / Reading) 

意見交換、単語確認、ニュース視聴、内容確認、ディクテ

ーション、音読、リーディングを行います。 

10.Unit 12 (2) City Scooters ( Writing / Speaking ) 

ニュース視聴、内容確認、ライティングを行います。 

11.Unit 13 (1) Naming Products (Listening / Reading) 

意見交換、単語確認、ニュース視聴、内容確認、ディクテ

ーション、音読、リーディングを行います。 

12.Unit 13 (2) Naming Products ( Writing / Speaking ) 

ニュース視聴、内容確認、ライティングを行います。 

13.Unit 14  Kite Energy (Listening / Reading / Writing / 

Speaking) 

意見交換、単語確認、ニュース視聴、内容確認、ディクテ

ーション、音読、リーディング、ライティングを行います。 

14.まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

(1)の授業では事前に Warm Up の課題を読み、英語で自分の意見を準備しておくこと。（60 分） 

(2)の授業では事前にスクリプトを読み、スラッシュなどを使って意味のカタマリをとらえておくこと。(30 分) 

授業で扱った単語や表現の確認を行うこと。(30 分) 

【オフィスアワー】 

水曜日 11:50 - 12:40 調布教員室 

【テキスト】 

1.CNN 10 Student News Vol. 9 Fuyuhiko Sekido / Masato Kogure / Jake Arnold / Christopher Mattson 2021 年 \1,800 

9784255156620  

【その他】 

遅刻 2 回で１回欠席と見なす。半期で欠席５回以上（年間欠席 9 回以上）は単位を認めません。特別な事情のある人は事前

に相談に来ること。 

 

330 英語 21-RG 

担当教員 田中 由香 講師 曜日時限 水 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

映画『Roman Holiday（邦題：ローマの休日）』を通して、英語を学びます。毎回１０分から１５分程度の映画を見て、リスニングの

穴埋めをし、その後スクリプトを読み、設問に答えることにより、そこに出てくる英語表現や文法事項を学びます。映画で描か

れる文化的背景、映画が作られた時代背景なども考察します。 

【到達目標】 
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映画を英語のまま見て、内容を理解する。  

簡単な英語で自分を表現できるようになる。  

自立して英語を勉強する方法を身につける。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

DVD 付きの教科書になりますので、DVD を再生できる機器を持っていないと授業の内容が理解できません。ご自身の持って

いる機器で再生可能か確かめてください。 

 

【授業の形式】 

【遠隔】演習 

Google classroom 経由でオンデマンド動画を配信します。教科書に添付の DVD を見て、自分で単語の発音の聞き取り、その

ユニットの映画の扱う箇所を見る。 

その後、オンデマンド動画にて解説をしますので、それを見て、随時止めながら教科書の問題を解いていきます。  

授業を受けたという確認の為のミニテストや課題の提出をもって出席とします。 

 

課題の提出は googleclassroom に出してください。（この授業を選択する人は下記のリンクをクリックして参加して下さい） 

https://classroom.google.com/c/MjY2ODEyMTAzNjYy?hl=ja&cjc=ckq7wzp 

質問などは田中由香 tanaka-yuka@pl.tohomusic.ac.jp 

に題名を「桐朋学園 U21RG 氏名」とつけて送ってください。 

 

動画の配信、プリントの配布などは全て google classroom から行います。 

 

教科書の購入について 

自分で真光書店（調布駅付近）や神代書店（仙川キャンパス付近）に申し込み取り寄せてもらうか、出版社に直接申し込んでく

ださい。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

試験は、教室で行いたいと思っていますが、状況によってはレポートなどの提出で成績をつけます。小テスト等をオンラインで

実施、オンデマンド動画上で指示した課題を提出することにより、出席としますので指示をよく読み受講して下さい。 

【授業展開と内容-前期】 

1.授業概要と授業の進め方について 

2.Scene 1 

3.Scene 2 

4.Scene 3 

5.Scene 4 

6.Scene 5 

7.まとめ 1 

8.Scene 6 

9.Scene 7 

10.Scene 8 

11.Scene 9 

12.Scene 10 

13.Scene 11 

14.まとめ ２ 

【事前・事後学習-前期】 

次の授業で扱う箇所に、知らない単語があれば、辞書を引いて確認しておくこと。 （目安３０〜６０分） 

毎回前回のまとめをミニテストするので、重要な単語やフレーズを復習しておく。（目安３０〜６０分） 
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【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習（映画の前半部分の確認） 

2.Scene 11 

3.Scene 12 

4.Scene 13 

5.Scene 14 

6.Scene 14 

7.Scene 15 

8.まとめ 3 

9.Scene 16 

10.Scene 17 

11.Scene 18 

12.Scene 19 

13.Scene 20 

14.まとめ 4 

【事前・事後学習-後期】 

次の授業で扱う箇所に、知らない単語があれば、辞書を引いて確認しておくこと。 （目安３０〜６０分） 

毎回前回のまとめをミニテストするので、重要な単語やフレーズを復習しておく。（目安３０〜６０分） 

【オフィスアワー】 

オンデマンド方式なので、直接面談できる時間は決まっていないが、メールで質問、相談を受け付ける。また、状況に応じて

は個人的に Zoom で直接やりとりすることも可能。 

田中由香 tanaka-yuka@pl.tohomusic.ac.jp 

【テキスト】 

1.Roman Holiday:DVD で学ぶ『ローマの休日』 渡辺 幸俊 他 2009 年 \2,750 978-4-523-17619-0  

【その他】 

遅刻 3 回で１回欠席と見なす。半期で欠席５回以上（年間欠席 9 回以上）は単位を認めない。特別な事情のある人は事前に

相談に来ること。 

 

331 英語 22-T 

担当教員 間瀬 裕子 講師 曜日時限 水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

主に英米語圏の大学、大学院進学に必要な試験・TOEFL(Test of English as a Foreign Language )の受験準備の講座となる。

必要に応じて、IELTS（International English Language Testing System)の準備も兼ねる。この講座は、初学者向けとなる。 

【到達目標】 

留学に必要な、TOEFL のスコアを得る力を養うことを目標とする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

予備知識は不要。まずは、どのような試験なのか、どのような対策が必要となるかを、知って頂く。 

【授業の形式】 

【遠隔】 講義形式。（状況が落ち着いたら、対面授業に切り替え、リスニング演習にも取り組みたい。） 

ライティングを中心に勉強し、英語運用能力の向上を図る。語彙を増やし、リーディングやリスニング能力向上に繋げる。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 
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【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 

2.自己紹介文作成方法 

3.ライティング練習 1  時制の使い方 1                

4.ライティング練習 2  時制の使い方 2 

5.ライティング練習 3 冠詞の扱い方 

6.英文を作る際の注意 

7.自己紹介文作成課題 

8.学生生活についての表現 

TOEFL 語彙演習 I 

9.日常生活についての表現 

TOEFL 語彙演習 II 

10.日常会話重要表現１      

TOEFL 語彙演習 III 

11.日常会話重要表現２      

TOEFL 語彙演習 IV 

12.Essay Writing 演習 1  意見文作成 

13.Essay Writing 演習 2  意見文作成 

14.Essay Writing 演習 3  意見文作成 

【事前・事後学習-前期】 

毎回の時間で、指示します。配布したハンドアウト内の注意事項の暗記が中心。 

30 分割いてもらえたら十分かと思われます。が、語学も、時間を割けば割くほど力になることは、確かです。 

【授業展開と内容-後期】 

1.Speaking 原稿作成１  

2.Speaking 原稿作成２ 

3.データ分析の方法 1  IELTS 試験問題のために 

数の増減に関する表現の学習 1 

4.データ分析の方法 2  IELTS 試験問題のために 

数の増減に関する表現の学習 2 

5.データ分析の方法 3  IELTS 試験問題のために 

原級・比較級・最上級の復習 1 

6.データ分析の方法 ４  IELTS 試験問題のために 

原級・比較級・最上級の復習 2 

7.データ分析実践 1 

8.データ分析実践 2 

9.データ分析実践 3 

10.データ分析実践 4 

11.リーディング演習１ 

12.リーディング演習 2 

13.リーディング演習 3 

14.リーディング演習 4 

【事前・事後学習-後期】 

指示した教材に目を通す。(30 分程度)。 指示された課題に取り組む。（30 - 60 分） 

【オフィスアワー】 

水曜日 調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

 

 

332,333 英語 23-M,英語 24-M 

担当教員 大島 路子 講師 曜日時限 
月 2 時限 

月 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

<English in Music>  

英語でのレッスンやリハーサルでは、相手を理解するだけに留まらず、質問やコメントも臆せず発したいものです。また海外音

楽祭の申し込みをする時、コンクールのために英文プロフィールが必要になった時にも備えあれば憂いなし。若い音楽家の

活動につながるリーディングや動画を使ったリスニングも取り入れていきます。 
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【到達目標】 

レッスン、コンクール、音楽大学の日常で使う基本的な単語を覚える。その上で、音楽関連記事やレッスン内容を少しずつ英

語のまま理解できるようにすると同時に、音楽祭など様々な場で必要とされる英語表現も身につける。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

23-M と 24-M を同時には履修出来ません。昨年度の受講生は、今年も履修できますが、多少内容の重複があります。 

【授業の形式】 

【対面】講義 

音読や例文の応用などの演習と並行して、リスニング、長文読解にもチャレンジします。また、前週の理解度を小テストで毎回

確認します。欠席した人は、シラバスや受講者用のブログでプリントやテストをダウンロードして自主的に復習してください。動

画配信の授業もリスニングを中心に取り入れます。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

 ○  ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ビデオによるガイダンス：資料を参考にしながら視聴して

ください。 

＊当日朝、履修登録者にはメールでビデオ URL をお送り

します。 

2.英語でステップアップ  

リーディング課題 

3.英語でステップアップ   

リスニング ／小テスト 

4.英語でステップアップ 

リーディング／小テスト 

5.英語でステップアップ   

リスニング／小テスト 

6.英語でステップアップ 

リーディング／小テスト 

7.英語でステップアップ   

リスニング／小テスト 

8.英語でステップアップ 

リーディング／小テスト 

9.英語でステップアップ   

リスニング／小テスト 

10.英語でステップアップ 

リーディング／小テスト 

11.英語でステップアップ   

リスニング／小テスト 

12.英語でステップアップ 

会話練習／小テスト 

13.英語でステップアップ   

リスニング／小テスト 

14.【ビデオ配信】前期課題説明 

小テスト 

【事前・事後学習-前期】 

毎回小テストのための復習をすること。リーディング課題に目を通して、分からない単語は調べること。(目安 45 分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.英語でステップアップ 

リーディング／会話練習 

2.英語でステップアップ 

リーディング／小テスト 

3.英語でステップアップ   

リスニング／小テスト 

4.英語でステップアップ 

リーディング／小テスト 

5.英語でステップアップ   

リスニング／小テスト 

6.英語でステップアップ 

リーディング／小テスト 

7.英語でステップアップ   

リスニング／小テスト 

8.英語でステップアップ 

リーディング／小テスト 

9.英語でステップアップ   

リスニング／小テスト 

10.英語でステップアップ 

リーディング／小テスト 
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11.英語でステップアップ   

リスニング／小テスト 

12.スピーチ課題説明 

リーディング／小テスト 

13.スピーチ発表 

14.スピーチ（予備日） 

リスニング・スピーキング 

【事前・事後学習-後期】 

毎回小テストのための復習をすること。リーディング課題に目を通して、分からない単語は調べること。(目安 45 分) リーディン

グに出てきた単語や表現の復習をする事（目安 30 分） 

【オフィスアワー】 

質問はメール m-oshima@tohomusic.ac.jp まで。 必ず＊学年＊お名前を明記してください。 

【テキスト】 

1.改訂版 音大生・音楽家のための英語でステップアップ 〜音楽留学で役立つ英会話 50 シーン 久保田 慶一 , 大類 朋

美  2017 年 \2,000 ISBN-10: 4799801570  

備考：  

WR06-654 

【その他】 

課題に対するフィードバックは次週授業の最初に行います。 

 

334 英語 25-T 

担当教員 矢向 寛子 講師 曜日時限 水 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

TOEIC テストでスコア６００点を目指し、総合的な英語力をつけるためのクラスです。授業内では主に語彙力とリスニング力の

強化に重点を置き、授業外課題として英語多読を課すことで読解力と速読力の強化を図ります。TOEIC の受験を考えている

方はもちろん、受験の予定がなくても TOEIC 演習を通して英語力を強化したいと考えている方の受講も歓迎します。 

【到達目標】 

・TOEIC スコア６００点を取るために必要な語彙を身に付ける。 

・日常表現を身に付け、音読、シャドーウィングを繰り返すことでリスニング力を向上させる。 

・多読を通し、英文を頭の中で日本語に訳すことなく、英語の語順通りに速く読むことができるようになる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

Level III（上級） 

【授業の形式】 

【遠隔】演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○ ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

上記の点から総合的に評価するが、特に出席・授業内での活動・提出物等、平常点を重視する。 
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【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス・英語多読の方法 

2.Unit 1 Travel (1) 

・旅行に関する語句・表現を覚える 

・名詞を学ぶ 

3.Unit 1 Travel (2) 

・リスニング：旅行会社や係員との会話、機内や列車内での

アナウンスなど 

・リーディング：旅行会社やホテルからの E メールなど 

4.Unit 2 Dining Out (1) 

・レストランや食事・料理に関する語句・表現を覚える 

・形容詞を学ぶ 

5.Unit 2 Dining Out (2) 

・リスニング：レストランでの会話、予約・注文の確認、開店・

移転のお知らせなど 

・リーディング：レストランのレビュー、開店・移転のお知らせ

など 

6.多読ディスカッション① 

復習テスト① 

7.Unit 3 Media (1) 

・メディアに関する語句・表現を覚える 

・副詞を学ぶ 

8.Unit 3 Media (2) 

・リスニング：ニュース 

・リーディング：新聞・雑誌記事、ラジオ局・出版社へのコメ

ントなど 

9.Unit 4 Entertainment (1) 

・エンターテイメントに関する語句・表現を覚える 

・時制を学ぶ 

10.Unit 4 Entertainment (2) 

・リスニング：美術展などに関する会話、チケット売り場での

会話、美術館のツアー説明など 

・リーディング：美術展・コンサート・映画・演劇に関する記

事やレビューなど 

11.多読ディスカッション② 

復習テスト② 

12.Unit 5 Purchasing (1) 

・買い物に関する語句・表現を覚える 

・主語と動詞の一致を学ぶ 

13.Unit 5 Purchasing (2) 

・リスニング：店員と客との会話、注文数を変更する依頼のメ

ッセージなど 

・リーディング：オンライン・ショッピング、カスタマー・レビュ

ー、出荷確認の E メールなど 

14.多読ディスカッション③ 

復習テスト③ 

【事前・事後学習-前期】 

・各 Unit の Vocabulary & Phrases を覚えておく。（約 30 分） 

・英語多読をして読書レポートを作成する。（読書は毎日約１時間） 

・各 Unit の Vocabulary & Phrases と練習問題を復習する 。（約 1 時間） 

【授業展開と内容-後期】 

1.音読チェックテスト 

2.Unit 6 Clients (1) 

・顧客との取引に関する語句・表現を覚える 

・能動態・受動態を学ぶ 

3.Unit 6 Clients (2) 

・リスニング：納期や取引先などについての会話、進捗状況

についての説明など 

・リーディング：スケジュールや納期の変更に関するチャット

など 

4.Unit 7 Recruiting (1) 

・求人・採用に関する語句・表現を覚える 

・動名詞・不定詞を学ぶ 

5.Unit 7 Recruiting (2) 

・リスニング：求人・採用に関する会話やお知らせなど 

・リーディング：求人案内、求人応募メールなど 

 

6.多読ディスカッション④ 

復習テスト④ 

7.Unit 8 Personnel (1) 

・人事に関する語句・表現を覚える 

・現在分詞・過去分詞を学ぶ 

8.Unit 8 Personnel (2) 

・リスニング：研修・退職・異動などに関する会話やお知らせ

など 
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・リーディング：研修・退職・異動手続き・業績評価に関する

お知らせやメールなど 

9.Unit 9 Advertising (1) 

・広告・宣伝に関する語句・表現を覚える 

・代名詞を学ぶ 

10.Unit 9 Advertising (2) 

・リスニング：広告・宣伝に関する会話、商品・サービスのコ

マーシャルなど 

・リーディング：商品・サービス・店舗の広告・宣伝など 

11.多読ディスカッション⑤ 

復習テスト⑤ 

12.Unit 10 Meetings (1) 

・会議に関する語句・表現を覚える 

・比較を学ぶ 

13.Unit 10 Meetings (2) 

・リスニング：会議に関する会話、会議の一部など 

・リーディング：会議のお知らせやオンライン・ディスカッショ

ンなど 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

・各 Unit の Vocabulary & Phrases を覚えておく。（約 30 分） 

・英語多読をして読書レポートを作成する。（読書は毎日約１時間） 

・各 Unit の Vocabulary & Phrases と練習問題を復習する 。（約 1 時間） 

【オフィスアワー】 

随時、メールで受け付けます。 

Email: yako-hiroko@pl.tohomusic.ac.jp 

【テキスト】 

1.Score Booster for the TOEIC L&R TEST Intermediate Naoyuki Bamba, Katsuaki Oyama 2019 年 \2,100 9784764740907  

【教材】 

適宜プリント教材を配布する。  

【その他】 

課題に対するフィードバックは、次週授業時に行う。 

 

335 英語 26-LW 

担当教員 泉類 尚貴 講師 曜日時限 木 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

＜CBS で聴解力と表現力の素地を習得する＞ 

 アメリカ 3 大ネットワークの１つ、CBS の看板報道番組 “CBS Evening News” と朝の情報番組 “CBS This Morning” で放送

された、アメリカ事情、日本事情に関する最新の情報を収録したテキストを使って、リスニング力の強化を目指すクラスです。映

像は、実際にネイティブ向けとして放送されたものなので、かなり早いスピードで読まれています。各コンテンツは 2-4 分程度

なので、繰り返し視聴、音読、シャドーイングを行います。 

 また、リスニングでインプットした知識を定着させることを主眼に、本文の内容や、トピックと関連させたライティングの練習も実

施します。本文を利用した反訳トレーニングを行い、辞書などを駆使して、できるだけ正確でわかりやすい英語のセンテンスを

書きます。 

【到達目標】 

（  ）に示した教科書のセクションを主に活用して、以下の３点を到達目標とします： 
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１．テキストに収録されたニュースについて、英語で理解できる（Comprehension Questions） 

２．英文の音読をする習慣を身に着ける（Web 動画と音声） 

３．ニュースの内容や、関連する自分自身の意見をわかりやすい英語で表現できる（Critical Thinking と追加資料） 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

上級（Level III） 

【授業の形式】 

【遠隔】演習  

木曜日中にクラスのページ（履修者にアナウンスする）へ必ずアクセスすること。 

実際のニュース動画を活用する。 

Google Classroom のコード：ssnvumj 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

 ○ ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

遠隔授業のため、毎回の課題（ディクテーションやライティング、フレーズサーチ）、適宜行う小テスト、レポートを基に評価する。 

とくに、毎回の課題提出を最重視し、80%以上の課題提出を単位取得の条件とする。（教育実習、コンクール等は、規定の届

の提出によって公欠扱いとする。） 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 

Unit 1 をサンプルにして、授業の進め方、課題について説

明を行う。 

2.Unit 2 Consumerism (1)  

3.Unit 2 Consumerism (2)  

4.Unit 6 Lifestyle (1) 

5.Unit 6 Lifestyle (2) 

6.Unit 5 Ecology (1) 

7.中間のまとめ 

Unit 5 Ecology (2) 

8.Unit 7 Environment (1) 

9.Unit 7 Environment (2) 

10.Unit 8 Gender Equality (1) 

11.Unit 8 Gender Equality (2) 

12.前期のまとめ 

13.期末課題 

14.発展的な学習 

【事前・事後学習-前期】 

1 Unit を 2 回の講義で扱う予定です。 

1 週目は、Before You Watch, Word Match を予習しておくこと（目安 30-60 分）。 

2 週目は、Critical Thinking（適宜、追加資料が課される）, Sight Translation を予習しておくこと（目安 60 分）。 

どちらの週も、復習としてこれまでの映像を何度も視聴し、リスニング・音読の練習をすること（目安 30 分）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.ガイダンス 

2.Unit 9 Language (1) 

3.Unit 9 Language (2) 

4.Unit 10 Holiday (1) 

5.Unit 10 Holiday (2) 

6.Unit 13 Mental Health (1) 

7.中間のまとめ 

Unit 13 Mental Health (2) 

8.Unit 11 Economy (1) 

9.Unit 11 Economy (2) 

10.Unit 15 Culture (1) 

11.Unit 15 Culture (2) 

12.後期のまとめ 

13.期末課題 

14.発展的な学習 

【事前・事後学習-後期】 
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1 Unit を 2 回の講義で扱う予定です。 

1 週目は、Before You Watch, Word Match を予習しておくこと（目安 30-60 分）。 

2 週目は、Critical Thinking（適宜、追加資料が課される）, Sight Translation を予習しておくこと（目安 60 分）。 

どちらの週も、復習としてこれまでの映像を何度も視聴し、音読の練習をすること（目安 30 分）。 

【オフィスアワー】 

対面授業が可能になった場合は、木曜日の授業前後に時間をとります。オンライン授業中は、Google Classroom で対応しま

す。 

【テキスト】 

1.CBS News Break 5 熊井信弘，Stephen Timson 2021 年 \2,400 978-4-7919-7230-2  

備考：詳細は初回で説明します。 

【教材】 

・各種オンライン辞典，コーパス（使い方は授業中に説明します。） 

・配布資料 

【その他】 

ニュース動画は、教科書のアクセスコードから、スマホでもパソコンでも視聴できます。 

履修するかどうかを決めるにあたって、教科書、動画のサンプルが、出版社のページから閲覧できます。具体的な Unit のタイ

トルも確認できます： 

https://www.seibido.co.jp/np/code/9784791972302/ 

 

336 英語 13-R 

担当教員 礒西 翔子 講師 曜日時限 月 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

1 年を通してミュージカル映画 Singin' in the Rain (雨に唄えば)を扱います。映画のスクリプトを使った内容把握や文法事項の

確認を中心に行い、補足として映画を視聴しながら、日常表現の習得やリスニングの向上を目指します。さらに、作品の背景

についての調べ学習や意見交換、トピックに沿ったライティングなどを通して、作品への理解を深めながら進めていきたいと思

います。 

【到達目標】 

文法及び英文の構造を正しく理解して読解する力をつけること、日常的な表現を身に着けること、リスニング能力を向上させる

ことが目標です。また、映画を通した英語の学習方法を身につけ、今後の自発的な英語学習につなげてもらいたいと思いま

す。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

Level III (上級) 

【授業の形式】 

【遠隔】動画 及び pdf の資料をアップロードします。 資料を手元に用意した上で、動画を視聴してください。授業配信方法と

受講の詳細については、初回授業で説明します。 

【成績評価の要点①】 
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試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○ ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス(この映画について) 

2.スクリプト① 

3.スクリプト② 

4.Grammar ①② 

5.スクリプト③ 

6.スクリプト④ 

7.Grammar ③④ 

8.スクリプト⑤ 

9.スクリプト⑥ 

10.Grammar ⑤⑥ 

11.スクリプト⑦ 

12.スクリプト⑧ 

13.Grammar ⑦⑧ 

14.前期授業のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業で解説を聞いた後、必ず各自で単語や表現を復習し、内容をよく理解してください。次回の授業までに質問事項などが

あればまとめてくること。(目安各３０－６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.後期ガイダンス 

2.スクリプト⑨ 

3.スクリプト⑩ 

4.Grammar ⑨⑩ 

5.スクリプト⑪ 

6.スクリプト⑫ 

7.Grammar ⑪⑫ 

8.スクリプト⑬ 

9.スクリプト⑭ 

10.Grammar ⑬⑭ 

11.スクリプト⑮ 

12.スクリプト⑯ 

13.Grammar ⑮⑯ 

14.後期授業まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業で解説を聞いた後、必ず各自で単語や表現を復習し、内容をよく理解してください。次回の授業までに質問事項などが

あればまとめてくること。(目安各３０－６０分) 

【オフィスアワー】 

水曜日 午後 仙川教員室にて。 *メールでも対応いたします。 

【教材】 

プリントを配信します。 

 

341～344 ﾄﾞｲﾂ語 B1(a)～B2(b) 

担当教員 

玉川 裕子 准教授 

川名 真矢 講師 

杉山 真佑美 講師 

曜日時限 
火 1 時限 

木 2 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

本授業は高大連携課目で、仙川キャンパスで開講される。 

高校で１年間ドイツ語を学んだ学生・生徒を対象として、基本的なドイツ語能力の強化を目指す。週２コマ、同じ番号の（a）と

（b）を必ずペアで履修すること（同一教科書を使用）。後期は 1 年半の間に学んだことを最初の３回で総復習した後、新しい文
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法事項を学んでいく。 

前期は教科書として Menschen A1 を使用する。後期で使用する教科書の購入については、開講後にあらためて指示する。 

【到達目標】 

・ドイツ語の発音やリズム等に留意し、聞いたり話したりすることに慣れる。 

・ドイツ語初級文法を習得し、一歩進んだ勉強の基礎を築く。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

原則として高校で１年間ドイツ語を履修した学生・生徒  

オリエンテーション期間の指定の日時に Web フォームから申し込むこと。 

指定日に Web フォームから申し込まなかった学生については、人数の余裕がある場合に限り受け入れる。なお、指定期間内

に申し込んだ学生についても、履修希望者が多い場合には、受講を制限することがある。 

【授業の形式】 

【対面】演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

学期末試験の結果をベースとして、適宜小テストの結果、出席状況、授業への取り組みを考慮して、評価する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.授業の概要説明 

これまでやったことの復習 

2.Menschen A1   第 9 課① 

3.Menschen A1   第 9 課② 

4.Menschen A1   第 9 課③ 

5.Menschen A1   第 10 課① 

6.Menschen A1   第 10 課② 

7.Menschen A1   第 10 課③ 

8.Menschen A1   第 11 課① 

9.Menschen A1   第 11 課② 

10.Menschen A1   第 11 課③ 

11.Menschen A1   第 12 課① 

12.Menschen A1   第 12 課② 

13.Menschen A1   第 12 課③ 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎日 20 分程度 

【授業展開と内容-後期】 

1.プロムナード やさしいドイツ語文法  

第１～２課 

2.プロムナード やさしいドイツ語文法   

第３課 

3.プロムナード やさしいドイツ語文法   

第４課 

4.プロムナード やさしいドイツ語文法   

第５課 

5.プロムナード やさしいドイツ語文法  

第６課 

6.プロムナード やさしいドイツ語文法   

第７課 

7.プロムナード やさしいドイツ語文法  

第８課 

8.プロムナード やさしいドイツ語文法  

第９課 

9.プロムナード やさしいドイツ語文法   

第１０課 

10.プロムナード やさしいドイツ語文法   

第１１課 

11.プロムナード やさしいドイツ語文法   

第１２課 

12.プロムナード やさしいドイツ語文法   

第１３課 

13.プロムナード やさしいドイツ語文法   

第１４課 
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14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

毎日 20 分程度 

【オフィスアワー】 

火曜日：全日（仙川キャンパス）、木曜日：午前中（仙川キャンパス） 

【テキスト】 

1.Menschen A1  Sandra Ebans etc. 2012 年  

備考：テキスト購入希望者は玉川まで相談すること 

2.プロムナード  

やさしいドイツ語文法 荻原耕平、山崎泰孝 2019 年 \2,400  

備考：後期に使用する。前期末に購入を指示する。 

【その他】 

課題に対するフィードバックは次週授業の最初に行います。 

 

345～352 ﾄﾞｲﾂ語 1a～4a,1b～4b 

担当教員 

玉川 裕子 准教授 

猪狩 弘美 講師 

大野 雄三 講師 

織田 晶子 講師 

武藤 陽子 講師 

吉村 暁子 講師 

曜日時限 

月 4 時限 

火 2 時限 

火 3 時限 

火 4 時限 

木 1 時限 

木 2 時限 

木 3 時限 

木 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

ドイツ語を初めて学習する学生を対象に、ドイツ語の基礎を習得することを目指します。 

４つのクラスがありますが、いずれもリモート授業で、各クラスの Classroom にアップされた動画を視聴して勉強します。 

すべてのクラスで同じ教材、同じ動画を使用しますが、課題提出を通じて指導を受ける教員が異なります。 

週２コマ、同じ番号の（ａ）と（ｂ）を必ずペアで履修してください。 

動画ではありますが、発音練習等、工夫をこらしてたくさん声を出してもらいます。また使用する教科書掲載の豊富な練習問

題を通じて、基礎を徹底的に学びます。 

毎回、教科書練習問題の一部を各担当教員に提出してもらいます。課題の提出をもって「出席」とカウントされます。 

試験も遠隔で実施します。実施方法については、授業のなかで具体的に指示します。 

外国語は一朝一夕に身につくものではありません。毎日の積み重ねが重要です。課題を確実にやるとともに、復習をしっかり

行ってください。 

 

【到達目標】 

ドイツ語の基礎の習得。 
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初級文法のみならず、ドイツ語の発音やリズム等にも慣れることを目指す。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

初級（ドイツ語初学者） 

オリエンテーション期間の指定の日時に Web フォームから申し込むこと。申込締切翌日にクラス指定を掲示する。必修授業と

重なる等、やむを得ない事情で指定されたクラスに参加できない学生は、オリエンテーション最終日の「外国語クラス調整」の

時間に申し出ること。 

 

【授業の形式】 

【遠隔】演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

学期末試験の結果をベースとして、課題提出状況、および課題への取り組みを考慮して、評価する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ドイツ語の世界へようこそ 

2.第１課① 

3.第１課② 

4.第２課① 

5.第２課② 

6.第３課① 

7.第３課② 

8.第４課① 

9.第４課② 

10.第５課① 

11.第５課② 

12.第６課① 

13.第６課② 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎日 20 分程度。出された課題は必ずやること 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習 

2.第７課① 

3.第 7 課② 

4.第８課① 

5.第８課② 

6.第９課① 

7.第９課② 

8.第１０課① 

9.第１０課② 

10.第１１課① 

11.第１１課② 

12.第１２課① 

13.第１２課② 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

毎日 20 分程度。出された課題は必ずやること 

【オフィスアワー】 

原則授業時日 

Classroom のコメント機能を通じて、担当教員に質問すること 

【テキスト】 

1.シュリット・フュア・シュリット［改訂版］－たくさん練習して学ぶドイツ語 今井田亜弓、前田織絵 

 2015 年 \2,700 978-4-384-12283-1  

備考：三修社 

【その他】 
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課題に対するフィードバックは次週授業の最初に行います。 

 

 

353～356 ﾄﾞｲﾂ語 5･6･7 

担当教員 
ﾑﾘｱﾚ ｻﾋﾞｰﾅ 講師 

ｾﾞｰﾍﾞﾙ ｼｭﾃﾌｧﾝ 特任講師 
曜日時限 

月 4 時限 

月 5 時限 

木 1 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

本授業ではドイツの公共放送局「Deutsche Welle」に配信される「Nicos Weg」という自習オンライン講座を使い、日常会話や日

常生活でよく使われている単語や表現を勉強します。 

Nicos Weg A1 （英語版）： https://learngerman.dw.com/en/beginners/c-36519789 

講座の指導言語は英語ですが、各課のスクリプトの日本語訳と独和単語リストは本授業の Google Classroom 上で公開されま

す。 

単語リストは単語学習サイト「Quizlet」にも記載されます。 

参照リンク：https://quizlet.com/Stefan_Flashcards/folders/nicos-weg-a1-deutsch-japanisch?x=1xqt&i=5wivd 

【到達目標】 

これまで学んできたドイツ語の文法や語彙を、表現を中心にもう復習することで基本的なドイツ語力の定着を目指します。また、

ドイツ語の日常会話を扱った課題を解いたり、作文を作成したりすることで、基本的な表現力を養います。また、現在のドイツ

社会を扱う講座なので、本講座を通じてドイツの生活や文化に親しみが持てるようになります。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

中級Ⅰ。原則として初級を履修した者が対象となります。2020 年度ドイツ語 5・6・7 を履修済みの者は内容がほぼ同じなので、

原則として履修できません（相談可）。 

オリエンテーション期間の指定の日時に Web フォームから申し込むこと。 

指定日に Web フォームから申し込まなかった学生については、人数の余裕がある場合に限り、受け入れる。 

なお、指定期間内に申し込んだ学生についても、履修希望者が多い場合には、受講を制限することがある。申し込み締切翌

日に掲示されるクラス指定を確認すること。 

【授業の形式】 

【遠隔】演習 

本授業は非同時型のオンライン授業になります。毎回、指定された課を各自で自習してから各課に関する課題を提出期限ま

でに提出します。課題や参考資料（スクリプトの日本語訳）などは本授業の Google Classroom ページ上に公開されます。課題

の提出やフィードバックも Google Classroom 上で行います。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション・自己紹介など 

2.① Nicos Weg A1 | Welcome to A1! | Hallo! 

② Nicos Weg A1 | Welcome to A1! | Kein Problem! 

3.① Nicos Weg A1 | Welcome to A1! | Tschüss! 
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② Nicos Weg A1 | Welcome to A1! | Von A bis Z! 

4.① Nicos Weg A1 | 1 Meeting people | Ich heiße Emma! 

② Nicos Weg A1 | 1 Meeting people | Das ist Nico 

5.① Nicos Weg A1 | 1 Meeting people | Woher kommst 

du? 

② Nicos Weg A1 | 1 Meeting people | Nico hat ein Problem 

6.① Nicos Weg A1 | 2 Contact Details | Zahlen von 1 bis 

100 

7. ①  Nicos Weg A1 | 2 Contact Details | Wichtige 

Nummern 

8.① Nicos Weg A1 | 2 Contact Details | Adressen 

9.① Nicos Weg A1 | 2 Contact Details | Auf dem Amt 

10.① Nicos Weg A1 | 3 In company | Was machst du hier? 

11.① Nicos Weg A1 | 3 In company | Was trinkst du? 

12.① Nicos Weg A1 | 3 In company | Eine Pizza bitte! 

13.① Nicos Weg A1 | 3 In company | Zahlen bitte! 

14.前期の復習・まとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回、約 60～120 分の学習時間が必要です。（オンライン講座の自習や課題の作成、復習など） 

【授業展開と内容-後期】 

1.後期のオリエンテーション 

2.① Nicos Weg A1 | 4 Around the world | Ich war schon in 

Berlin 

3.① Nicos Weg A1 | 4 Around the world | Wo liegt das? 

4.① Nicos Weg A1 | 4 Around the world | In Europa 

5.① Nicos Weg A1 | 4 Around the world | Andere Länder 

6.① Nicos Weg A1 | 5 Things | Was ist das? 

7.① Nicos Weg A1 | 5 Things | Wem gehört das? 

8.① Nicos Weg A1 | 5 Things | Ich habe kein ... 

9.① Nicos Weg A1 | 5 Things | Das Auto ist rot 

10.第 10 回 

① Nicos Weg A1 | 6 Living | So wohne ich 

 

11.① Nicos Weg A1 | 6 Living | Meine Wohnung 

12.① Nicos Weg A1 | 6 Living | Sofa, Sessel und Tisch 

13.① Nicos Weg A1 | 6 Living | Unser Haus 

14.後期の復習 ・まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

毎回、約 60～120 分の学習時間が必要です。（オンライン講座の自習や課題の作成、復習など） 

【オフィスアワー】 

授業や課題の内容に関する質問・その他の連絡などについては Google Classroom の限定コメント機能などを使います。 

【教材】 

Nicos Weg A1 （英語版）：https://learngerman.dw.com/en/beginners/c-36519789 

その他の教材・参考資料は Google Classroom 上に公開されます。 

【その他】 

課題に対するフィードバックや本授業に関する案内は Google Classroom のコメント機能やストリームなどで行います。 

 

357 ﾄﾞｲﾂ語 8 

担当教員 猪狩 弘美 講師 曜日時限 火 1 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

初級文法を復習しながら基礎的なドイツ語力を定着させ、その応用としてある程度の長さのテキストを辞書を用いて読んだり、

実際の場面で使えるドイツ語表現の練習をしていきます。語学そのものだけでなく、ドイツ語圏の生活、文化、歴史等につい

ても学びます。 
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【到達目標】 

（1）これまでに学んだ初級文法の知識を定着させる。 

（2）ドイツ語の少し長めの文章を、辞書を使って読解ができるようになる。 

（3）さまざまなテーマに関する文章に触れることによって、ドイツ語圏の日常生活、社会、文化、歴史等についての理解を深め

る。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

中級Ⅰ（原則として初級を履修済みの学生） 

初級文法をある程度理解していることが必要です。履修希望者数が多い場合は⼈ 数制限を行うことがあり、その際にはドイツ

語履修年数の少ない学生が優先されます。 

【授業の形式】 

【遠隔】演習（動画や文書を配信するオンデマンド型で、Google Classroom を用いる予定です。） 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

・授業回数の三分の一以上欠席した場合は原則として評価の対象外とします。 

・出席および課題提出状況、課題の出来具合から把握する理解度、授業への参加態度から図る意欲を総合的に評価します。 

・学期末には試験を行う予定です。 

【授業展開と内容-前期】 

1.導入（授業の進め方など）、ドイツ語で挨拶、自己紹介 

2.発音、基本的な表現の復習 

3.初級文法のまとめ 

4.第 1 課 Brot／不規則変化する動詞 

5.第 1 課 Wurst, Döner Kebab／形容詞の語尾変化、形容

詞の名詞化 

6.第 2 課 Herr Böse und Herr Streit(1)／過去形、未来・推

量の助動詞 werden 

7.第 2 課 Herr Böse und Herr Streit(2)／従属接続詞 

8.ここまでのまとめ 

9.第 3 課 Berlin - Eine wunderbare Stadt(1)／再帰動詞、

分離動詞 

10.第 3 課 Berlin - Eine wunderbare Stadt(2)／接続法第

2 式 

11.第 4 課 Der süße Brei(1)／指示代名詞 

12.第 4 課 Der süße Brei(2)／命令形 

13.復習 

14.学期末試験、まとめ 

【事前・事後学習-前期】 

ドイツ語を身につけるには、授業中にやった内容を毎回各自で復習することがとても大事です。動画配信ですが、各自で発音

練習もしっかりやってください（目安 30～60 分）。また、読解テキストや指示した練習問題等については、事前学習が必要にな

ります（目安 30～60 分）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習 

2.第 5 課 Wiener Kaffeehauskultur(1)／関係代名詞 

3.第 5 課 Wiener Kaffeehauskultur(2)／現在完了形(1) 

4.第 6 課 Abschlussprüfung／現在完了形(2)、zu 不定詞

(1) 

5.第 6 課 Verdammt heiß hier unten!／過去分詞の用法 

6.ここまでのまとめ 

7.第 7 課 Kurze Geschichte der Sonntagsruhe(1)／話法の

助動詞 

8.第 7 課 Kurze Geschichte der Sonntagsruhe(2)／受動文 

9.第 8 課 Geschichte der Gastarbeiter／形容詞の比較表

現 

10.第 8 課 Menschen mit Migrationshintergrund／zu 不定

詞(2) 

11.第 9 課 Vom deutschen Stil(1)／定冠詞類、不定冠詞

類 

12.第 9 課 Vom deutschen Stil(2)／現在分詞の用法 

13.復習 



 41 

14.学期末試験、まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

ドイツ語を身につけるには、授業中にやった内容を毎回各自で復習することがとても大事です。動画配信ですが、各自で発音

練習もしっかりやってください（目安 30～60 分）。また、読解テキストや指示した練習問題等については、事前学習が必要にな

ります（目安 30～60 分）。 

【オフィスアワー】 

課題提出や質問等は、Google Classroom で受け付ける予定です。メールでのやり取りも可能です。 

【テキスト】 

1.荻原耕平 / 畠山寛 / 高本教之 ドイツ語トライアングル －やさしい中級テキスト９章 2018 年 \2,000 978-4-8102-0698-

2  

備考：同学社 

【教材】 

必要に応じて、プリント等で補足します。独和辞典が必要です（授業内で案内します）。 

 

【その他】 

受講生のみなさんの興味関心や理解度に応じて、進度・内容に変更が生じることがあります。課題に対するクラス全体へのフ

ィードバックは次の授業時に行います。 

 

358 ﾄﾞｲﾂ語 9 

担当教員 織田 晶子 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

初級で学んだ事柄を確認しながら、もう一歩先へ進みます。ドイツの生活や考え方に関する文章を読み、そのテーマに沿った

表現を学んで簡単な作文も試みます。この授業は指定の教科書に沿って行われますが、皆さんの進み具合などにより、進度

は予定よりも多少前後することがあります。 

【到達目標】 

ドイツ語の基本的な知識をひととおり身につけ、語彙を増やします。まとまった量のドイツ語の文章を理解したり、自分でもドイ

ツ語で表現できるようになることを目指します。またドイツ語だけでなくその背景にある考え方や習慣なども学んで、ドイツ語圏

の文化、生活への理解を深めてください。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

原則として初級の単位を取得した人。履修希望者が多い場合には人数制限を行う場合があります。その際はドイツ語学習歴２

～３年目の学生を優先します。 

オリエンテーション期間の指定の日時に Web フォームから申し込むこと。指定日に Web フォームから申し込まなかった学生に

ついては、人数の余裕がある場合に限り受け入れます。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義  非同時型で文書配信を行います。 

【成績評価の要点①】 
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試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

 

【成績評価の要点②】 

指定された課題や宿題にしっかり取り組んでください。毎回なんらかの提出物があります。 

【授業展開と内容-前期】 

1.導入・ウォーミングアップ 

2.ドイツ人を知る９章 第１課－１．パーティを開くのは祝っ

てもらう人 Feste und Feiern. 

3.ドイツ人を知る９章 第１課－２． 

4.ドイツ人を知る９章 第１課－３． 

5.ドイツ人を知る９章 第２課－１．２０歳を過ぎれば親もとを

離れる Hotel "Mama" ist immer beliebt! 

6.ドイツ人を知る９章 第２課－2. 

7.ドイツ人を知る９章 第２課－3. 

8.ドイツ人を知る９章 第３課－１．教室で手をあげないと減

点 Deutsche Schüler sind aktiv! 

9.ドイツ人を知る９章 第３課－２． 

10.ドイツ人を知る９章 第３課－３． 

11.ドイツ人を知る９章 第４課－１．２回不合格だと減点 

Einmal darf man durchfallen! 

12.ドイツ人を知る９章 第４課－２． 

13. ドイツ人を知る９章 第４課－３． 

14.ドイツ人を知る９章 第４課－４． 

【事前・事後学習-前期】 

授業で出された課題をやってくること。（目安１時間）。また毎回の復習も大切です。学んだことをしっかり見直して定着させまし

ょう。 

【授業展開と内容-後期】 

1.ドイツ人を知る９章 第５課－１．事故死傷者の氏名公表

はご法度 Privatsache? 

2.ドイツ人を知る９章 第５課－２． 

3.ドイツ人を知る９章 第５課－３． 

4.ドイツ人を知る９章 第６課－１．終点を知らないと電車に

乗れない Zielgerichtet! 

5.ドイツ人を知る９章 第６課－２． 

6.ドイツ人を知る９章 第６課－３． 

7.ドイツ人を知る９章 第７課－１．du は必ずしも「あなた」を

意味しない Verwirrend! 

8.ドイツ人を知る９章 第７課－２． 

9.ドイツ人を知る９章 第７課－３． 

10.ドイツ人を知る９章 第８課－１．コミュニケーションの決

め手は相手の名前を覚えること Wie war doch gleich Ihr 

Name? 

11.ドイツ人を知る９章 第８課－２． 

12.ドイツ人を知る９章 第８課－３． 

13.ドイツ人を知る９章 第９課－１．人間は「動物」ではない 

Mensch und Tier. 

14.ドイツ人を知る９章 第９課－２． 

【事前・事後学習-後期】 

授業で出された課題をやってくること。（目安１時間）。また毎回の復習も大切です。学んだことをしっかり見直して定着させまし

ょう。 

【オフィスアワー】 

課題の提出や質問は Classroom にて受け付ける予定ですが、もし変更があればお知らせします。 

【テキスト】 

1.ドイツ人を知る９章+１ 大谷弘道 2007 年 \2,500 978-4-384-13082-9 C1084  

【その他】 

独和辞書が必要です。 
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359 ﾄﾞｲﾂ語 10 

担当教員 吉村 暁子 講師 曜日時限 火 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

これまで学習した初級文法を復習・補足し、どんな点に注意しながら読めば良いのか確認しながら，さまざまな種類のドイツ語

の文章を読む力を身につけていきます。様々な種類の簡単なテキストから始め，長めの複雑なテキストにもチャレンジしていき

ます。文化理解および表現力をつけるための発表も行います。発表の時期や方法は状況に応じて検討します。 

【到達目標】 

・手紙や書類、案内などドイツ語圏の日常生活に見られるさまざまなテキストを理解し、必要な情報を得られるようになる。 

・自分や日本について、自分の言葉でドイツ語を組み立てて簡単に説明できるようになる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

中級Ⅰ（初級の単位を修得した者） 

履修希望者数が多い場合には人数制限を行う場合があります。その際はドイツ語学習暦 2～3 年目の学生を優先します。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義。  前期は、Classroom やさまざまな外部 web ツールを活用したオンデマンド配信型の講義を行います。 

対面授業が適えば、グループまたはペアワークなど、その都度学習事項に応じて変更します。発表等でパソコン等の機器を

利用する場合もあります。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○  ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

(1)出席について、授業回数の３分の１以上の欠席は原則として評価対象外とする 

(2)平常点として、練習問題や発表，小テスト，長文読解の担当、授業の参加度などを評価する。 

(3)試験は前期末と後期末に行う。 

(4)事前準備が前提。授業に積極的に参加することを望む。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス、導入、発音 

2.Lektion 1 自分と家族の紹介 

3.Lektion 2 ドイツ語圏の国々 

4.Lektion 3 広告文（1） 

5.Lektion 3 広告文（2） 

6.Lektion 4 会話文とレシピ（1） 

7.Lektion 4 会話文とレシピ（2） 

8.Lektion 5 インターネット，電話（1） 

9.Lektion 5 インターネット，電話（2） 

10.Lektion 7 手紙・メール文（1） 

11.Lektion 7 手紙・メール文（2） 

12.Lektion 6 物語（1） 

13.Lektion 6 物語（2） 

14.テスト（総括） 

【事前・事後学習-前期】 

授業を受けているだけではドイツ語は身に付きません。予習・復習など，自主的な学習が必須です。 

テキストの練習問題や読み物の予習、学習事項の復習、語彙や表現の暗記など（授業日の前後に1～2時間）を行いましょう。 

また小テストのための勉強や指示された提出課題の準備に取り組んでください。（30～60 分） 
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対面でもオンデマンドでも、発音を大事に音読を心がけてください。（30 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.ガイダンス、前期の振り返り 

2.Lektion 8 ドイツの祝祭（1） 

3.Lektion 8 ドイツの祝祭（2） 

4.Lektion 9  インタビュー（1） 

5.Lektion 9  インタビュー（2） 

6.Lektion 10 Preußler: „die kleine Hexe“（1） 

7.Lektion 10 Preußler: „die kleine Hexe“（2） 

8.Lektion 11 „Gummibärchen“（1） 

9.Lektion 11 „Gummibärchen“（2） 

10.発表準備 

11.発表〔テーマを決めてドイツ語で発表する〕（1） 

12.発表〔テーマを決めてドイツ語で発表する〕（2） 

13.文法補足  

14.テスト（総括） 

【事前・事後学習-後期】 

授業を受けているだけではドイツ語は身に付きません。予習・復習など，自主的な学習が必須です。 

テキストの練習問題や読み物の予習、学習事項の復習、語彙や表現の暗記など（授業日の前後に1～2時間）を行いましょう。 

また小テストのための勉強や指示された提出課題の準備に取り組んでください。（30～60 分） 

対面でもオンデマンドでも、発音を大事に音読を心がけてください。（30 分） 

【オフィスアワー】 

火曜日 昼休みに調布教員室、または授業前後 

 

【テキスト】 

1.『ゲナウ！レーゼン 』 新倉真矢子／亀ヶ谷昌秀／正木晶子／中野有希子 2016 年 \2,750 9784808610609  

備考：（第三書房） 

 

360 ﾄﾞｲﾂ語 11 

担当教員 大野 雄三 講師 曜日時限 木 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

初級の授業で習った文法の知識をもとにドイツ語の原文を読みます。テクストはドイツのメルケル首相がアメリカの大学で行っ

たスピーチです。旧東ドイツで生まれたメルケルさんは外国の大学生にむけて、戦後のドイツの歴史や自身の生い立ちに触

れながら、これからのドイツと世界の歩む道への思いを語っています。外国人向けのドイツ語のスピーチですので、ドイツ人に

向けたスピーチよりも平易な言葉が選ばれています。 

既に習った知識をもとにドイツ語の原文を読むことで文の構成、基本語彙、よく使われる言い回しになれることを目標にします。

それぞれの読章に添えられた文法復習とミニ課題で初級文法の復習を行います。 

【到達目標】 

ドイツ語の原文の構成、基本語彙、よく使われる言い回しになれること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

中級Ⅰ（原則として初級を履修した者） 

オリエンテーション期間の指定の日時までに Web フォームから申し込むこと。期日までに Web フォームから申し込まなかった

学生は、人数の余裕がある場合に限り受け入れます。履修希望者数が多い場合は⼈ 数制限を行うことがあり、その際にはドイ

ツ語履修年数の少ない学生が優先されます。 



 45 

【授業の形式】 

【遠隔】講義 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

可能であれば音読テストを行いたいと思います。 

【授業展開と内容-前期】 

1.初級文法の復習 

2.Lektion 1 東ドイツを思い出しながらその 1 

文法の確認：過去形、完了形 

3.Lektion 1 東ドイツを思い出しながらその 2 

文法の確認：過去形、完了形 

4.Lektion 2 壁の向こう側に西ベルリンがあった。その 1 

文法の確認：分離動詞の使い方 

5.Lektion 2 壁の向こう側に西ベルリンがあった。その 2 

文法の確認：分離動詞の使い方 

6.Lektion 2 壁の向こう側に西ベルリンがあった。その 3 

文法の確認：分離動詞の使い方 

7.Lektion 3 そのとき壁が開いた。その 1 

文法の確認：前置詞 

8.Lektion 3 そのとき壁が開いた。その 2 

文法の確認：前置詞 

9.Lektion 3 そのとき壁が開いた。その 3 

文法の確認：前置詞 

10.Lektion 4 欧州の和解と平和 その 1 

文法の確認：関係代名詞、合成語 

11.Lektion 4 欧州の和解と平和 その 2 

文法の確認：関係代名詞、合成語 

12.Lektion 4 欧州の和解と平和 その 3 

文法の確認：関係代名詞、合成語 

13.Lektion 5 戦後の経済復興その 1 

文法の確認：関係代名詞と関係文、不定関係代名詞 wer, 

was 

14.Lektion 5 戦後の経済復興その 2 

文法の確認：関係代名詞と関係文、不定関係代名詞 wer, 

was 

【事前・事後学習-前期】 

読章を読み文法項目を復習しておく。その他課された宿題を解いてくる。毎回３０分程度 

【授業展開と内容-後期】 

1.Lektion 6 未来への課題その 1 

文法の確認：zu 不定詞句、序数 

2.Lektion 6 未来への課題その 2 

文法の確認：zu 不定詞句、序数 

3.Lektion 6 未来への課題その 3 

文法の確認：zu 不定詞句、序数 

4.Lektion 7 グローバルに行動するその 1 

文法の確認：形容詞の比較変化 

5.Lektion 7 グローバルに行動するその 2 

文法の確認：形容詞の比較変化 

6.Lektion 7 グローバルに行動するその 3 

文法の確認：形容詞の比較変化 

7.Lektion 8 AI の可能性その 1 

文法の確認：接続法 II 式の表現、ドイツ語の略語 

8.Lektion 8 AI の可能性その 2 

文法の確認：接続法 II 式の表現、ドイツ語の略語 

9.Lektion 8 AI の可能性その 3 

文法の確認：動詞 nennen の使い方、現在分詞 

10.Lektion 9 ゆっくり考え、ただし選択をしようその 1 

文法の確認：werden 受動態、形容詞の名詞化 1 

11.Lektion 9 ゆっくり考え、ただし選択をしようその 2 

文法の確認：werden 受動態、形容詞の名詞化 1 

12.Lektion 9 ゆっくり考え、ただし選択をしようその 3 

文法の確認：werden 受動態、形容詞の名詞化 1 

 

13.Lektion 10 心のなかにある「壁」 その 1 

文法の確認：動詞 nennen の使い方、現在分詞 

14.Lektion 10 心のなかにある「壁」 その 2 

文法の確認：動詞 nennen の使い方、現在分詞 
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【事前・事後学習-後期】 

読章を読み文法項目を復習しておく。その他課された宿題を解いてくる。毎回３０分程度 

【オフィスアワー】 

木曜日昼休み 調布教員室 

【テキスト】 

1.『「壁」を壊す メルケル独首相スピーチ』 村瀬民子編 2021 年 \2,000 978-4-560-06434-4  

備考：白水社 

【その他】 

遠隔授業を前提としたシラバスです。対面授業が可能となった場合は試験等を実施することがあります。 

 

361 ﾄﾞｲﾂ語 12 

担当教員 ｾﾞｰﾍﾞﾙ ｼｭﾃﾌｧﾝ 特任講師 曜日時限 木 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

本授業ではドイツの公共放送局「Deutsche Welle」に配信される「Nicos Weg」という自習オンライン講座を使い、日常会話や日

常生活でよく使われている単語や表現を勉強します。 

Nicos Weg A1 （英語版）：https://learngerman.dw.com/en/beginners/c-36519789 

講座の指導言語は英語ですが、各課のスクリプトの日本語訳と独和単語リストは本授業の Google Classroom 上で公開されま

す。 

単語リストは単語学習サイト「Quizlet」にも記載されます。 

参照リンク：https://quizlet.com/Stefan_Flashcards/folders/nicos-weg-a1-deutsch-japanisch?x=1xqt&i=5wivd 

【到達目標】 

これまで学んできたドイツ語の文法や語彙を、表現を中心にもう復習することで基本的なドイツ語力の定着を目指します。また、

ドイツ語の日常会話を扱った課題を解いたり、作文を作成したりすることで、基本的な表現力を養います。また、現在のドイツ

社会を扱う講座なので、本講座を通じてドイツの生活や文化に親しみが持てるようになります。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2020 年度ドイツ語 5・6・7（中級Ｉ）の続きとなります。原則として中級Ⅰを履修した者が対象となります。2020 年度以前に中級Ｉ

を履修した者も履修可能です。 

2020 年度ドイツ語 12 を履修済みの者は内容がほぼ同じなので、原則として履修できません（相談可）。 

オリエンテーション期間の指定の日時に Web フォームから申し込むこと。 

指定日に Web フォームから申し込まなかった学生については、人数の余裕がある場合に限り、受け入れる。 

なお、指定期間内に申し込んだ学生についても、履修希望者数が多い場合には、人数制限を行う場合がある。申し込み締切

翌日に掲示されるクラス指定を確認すること。 

【授業の形式】 

【遠隔】演習 

本授業は非同時型のオンライン授業になります。毎回、指定された課を各自で自習してから各課に関する課題を提出期限ま

でに提出します。課題や参考資料（スクリプトの日本語訳）などは本授業の Google Classroom ページ上に公開されます。課題

の提出やフィードバックも Google Classroom 上で行います。 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション・自己紹介など 

2.① Nicos Weg A1 | 6 Living | So wohne ich 

3.① Nicos Weg A1 | 6 Living | Meine Wohnung 

4.① Nicos Weg A1 | 6 Living | Sofa, Sessel und Tisch 

5.① Nicos Weg A1 | 6 Living | Unser Haus 

6.① Nicos Weg A1 | 7 Days and times | Emmas Tag 

7.① Nicos Weg A1 | 7 Days and times | Tageszeiten 

8.① Nicos Weg A1 | 7 Days and times | Am Samstag koche 

ich 

9. ①  Nicos Weg A1 | 7 Days and times | Emmas 

Wochenende 

10.① Nicos Weg A1 | 8 Appointments | Wie spät ist es? 

11.① Nicos Weg A1 | 8 Appointments | Hast du morgen 

Zeit? 

12.① Nicos Weg A1 | 8 Appointments | Wann spielen wir? 

13.① Nicos Weg A1 | 8 Appointments | Zu spät!? 

14.前期の復習・まとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回、約 60～120 分の学習時間が必要です。（オンライン講座の自習や課題の作成、復習など） 

【授業展開と内容-後期】 

1.後期のオリエンテーション 

2.① Nicos Weg A1 |9 Working life| Ich bin Lehrerin 

3.① Nicos Weg A1 | 9 Working life | Mein Beruf 

4.① Nicos Weg A1 | 9 Working life | Wo ist der Aufzug? 

5.① Nicos Weg A1 | 9 Working life | Traumberufe 

6.① Nicos Weg A1 | 10 Orientation | Wo ist der Bahnhof? 

7.① Nicos Weg A1 | 10 Orientation | An der Ampel links 

8.① Nicos Weg A1 | 10 Orientation | Mit Bus und Bahn 

9.① Nicos Weg A1 | 10 Orientation | Im Büro 

10.① Nicos Weg A1 | 11 Eating and leisure | Lebensmittel 

11.① Nicos Weg A1 | 11 Eating and leisure | Ich mag 

(nicht)! 

12. ①  Nicos Weg A1 | 11 Eating and leisure | 

Haushaltsarbeit 

13.① Nicos Weg A1 | 11 Eating and leisure | Was macht 

dir Spaß? 

14.後期の復習・まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

毎回、約 60～120 分の学習時間が必要です。（オンライン講座の自習や課題の作成、復習など） 

【オフィスアワー】 

授業や課題の内容に関する質問・その他の連絡などについては Google Classroom の限定コメント機能などを使います。 

【教材】 

Nicos Weg A1 （英語版）：https://learngerman.dw.com/en/beginners/c-36519789 

その他の教材・参考資料は Google Classroom 上に公開されます。 

【その他】 

課題に対するフィードバックや本授業に関する案内は Google Classroom のコメント機能やストリームなどで行います。 

 

362 ﾄﾞｲﾂ語 13 

担当教員 織田 晶子 講師 曜日時限 火 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 
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【授業の概要】 

オンライン授業になりますので、web 上の教材（動画）を使います。 

しばらくは対面での会話練習をすることはできません。しかし、こんな時だからこそ出来る勉強をしておきましょう。さまざまなテ

ーマの会話例を何度も聞き、自分でも発音してみる。聞いて書き取る。内容を自分向けに少し作り変えてみる。そうして語彙を

増やし、聞き取れる言葉を増やし、なによりドイツ語に慣れる。これは地道な筋トレのようなもので、言葉を学ぶ上で欠かせない

練習です。言葉の学習も「まねして練習する」ところから始まります。地味なだけについ日頃おざなりにしがちなこの学習に、こ

の機会にじっくり取り組んで、基礎体力をつけておいてください。皆さんそれぞれの練習が必須です。 

授業各回の進度は前後することがあります。 

【到達目標】 

今までに学んできたことをもとに、ドイツ語の全般的な運用能力を高めます。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

原則として中級Ⅰを修了し、ドイツ語の基本的な知識を身につけている人。独和辞書を用意して、分からないことはどんどん

調べたり質問したりしてください。 

オリエンテーション期間の指定の日時に Web フォームから申し込むこと。 

指定日に Web フォームから申し込まなかった学生については、人数の余裕がある場合に限り受け入れます。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義   非同時型で、文書配信を行います。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

指定された課題や宿題にしっかり取り組んでください。毎回なんらかの提出物があります。 

【授業展開と内容-前期】 

1.０１．挨拶する 

2.０２．感謝する 

3.０３．注意をひく 

4.０４．自己紹介する 

5.０５．謝る 

6.０６．人にものをあげる 

7.０７．さよならを言う 

8.０８．金額についてたずねる 

9.０９．経験についてたずねる 

10.１０．予定を述べる 

11.１１．程度についてたずねる 

12.１２．時間についてたずねる 

13.１３．数字についてたずねる 

14.１４．手段についてたずねる 

【事前・事後学習-前期】 

授業で出された課題をやってくること。（目安１時間）。また毎回の復習も大切です。学んだことをしっかり見直して定着させまし

ょう。 

【授業展開と内容-後期】 

1.１５．能力についてたずねる 

2.１６．場所についてたずねる 

3.１７．特徴についてたずねる 

4.１８．意見を述べる 

5.１９．好きなものについて述べる 

6.２０．好きな行動について述べる 

7.２１．順序について述べる 

8.２２．状況についてたずねる 

9.２３．条件をつける 

10.２４．比べる 

11.２５．提案する 

12.２６．理由を述べる 

13.２７．依頼する 

14.２８．例をあげる 
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【事前・事後学習-後期】 

授業で出された課題をやってくること。（目安１時間）。また毎回の復習も大切です。学んだことをしっかり見直して定着させまし

ょう。 

【オフィスアワー】 

課題の提出や質問は Classroom にて受け付ける予定ですが、もし変更があればお知らせします。 

【その他】 

独和辞書が必要です。 １年の時に使ったドイツ語の教科書なども手元にあるといいでしょう。 

 

363 ﾄﾞｲﾂ語 14 

担当教員 玉川 裕子 准教授 曜日時限 金 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

ドイツ語圏の大学に留学する場合、ドイツ語能力がある一定のレベルに達していることが求められる。初級、中級で学んできた

ことをもとに、本クラスではドイツ語の運用能力を高めることを目標とする。  

今年度は Schritte International 4 および 5 を基本テキストとして、話したり、書いたり、聞いたりする能力の向上を目指す。聞き

取りについては、使用教科書とは別教材を用いて、毎回訓練を行う予定。また、読解能力養成のために、比較的まとまったテ

キストの講読も適宜課す。  

決して楽な授業ではないが、語学の習得においては授業へのまじめな取り組みのみならず、毎日の地道な学習が欠かせない。

１年間を通じて授業準備をしっかりし、継続的に出席する等、意欲をもって取り組んだとき、１年後には実力アップを実感する

だろう。  

テキストの購入については開講時に指示する。  

【到達目標】 

ドイツ語圏の多くの音楽大学でドイツ語検定試験 B1 の実力が求められているが、本クラスでは最低限、同じく多くの音楽大学

で仮入学の条件とされている A2 相当の能力は身につけることを目標とする。 

使用予定のテキストは A2 から B1 レベルに相当する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

上級（原則として中級Ⅱを修了した者）  

オリエンテーション期間の指定の日時に Web フォームから申し込むこと。  

指定日に Web フォームから申し込まなかった学生については、人数の余裕がある場合に限り、受け入れる。  

【授業の形式】 

【対面】演習 

原則「対面」とするが、オンラインでの受講を希望する場合は、随時申し出てください。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.授業の梗概 2.Schritte International 4  第 14 課① 
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3.Schritte International 4  第 14 課② 

4.Schritte International 4  第 14 課③ 

5.Schritte International 4  第 14 課④ 

6.Schritte International 4  第 14 課⑤ 

7.まとまったテキストの購読 

8.まとまったテキストの購読 

9.Schritte International 5  第 1 課① 

10.Schritte International 5  第 1 課② 

11.Schritte International 5  第 1 課③ 

12.Schritte International 5  第 1 課④ 

13.Schritte International 5  第 1 課⑤ 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回出される課題を必ずやってくること（目安 60 分ー90 分）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.夏休みの課題の解説① 

2.夏休みの課題の解説② 

3.夏休みの課題の解説③ 

4.Schritte International 5  第 2 課① 

5.Schritte International 5  第 2 課② 

6.Schritte International 5  第 2 課③ 

7.Schritte International 5  第 2 課④ 

8.Schritte International 5  第 2 課⑤ 

9.まとまったテキストの購読 

10.まとまったテキストの購読 

11.Schritte International 5  第 3 課① 

12.Schritte International 5  第 3 課② 

13.Schritte International 5  第 15 課③ 

14.後期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

毎回出される課題を必ずやってくること（目安 60 分ー90 分）。 

【オフィスアワー】 

金曜日 午後 

【テキスト】 

1.Schritte INternational 4 Silke Hilpert  他 

 2016 年  

備考：テキストの購入については開講時に指示するので、それまで購入しないこと。 

 

383～384 ﾌﾗﾝｽ語 B1a～B1b 

担当教員 
小森谷 朋子 講師 

山邑 久仁子 講師 
曜日時限 

火 1 時限 

木 2 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

本授業は高大連携課目で、仙川キャンパスで開講されます。 高校で 1 年間フランス語を学んだ学生・生徒を対象として、基

本的なフランス語能力の強化を目指します。   週２コマ、同じ番号の(a)と(b)を必ずペアで履修すること （同一教科書を使用

します）。 

  前期は「Dis-moi tout !」を使用、後期で使用する教科書については、授業時に改めて指示します。 

【到達目標】 

・フランス語の発音やリズムに慣れ、聞いて理解したり、話したりできるようになる。  

・フランス語文法の基礎を一通り習得し、文章を読めるようになる 
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【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

原則として高校で 1 年間フランス語を学んだ学生・生徒。  

オリエンテーション期間の指定の日時に Web フォームから申し込むこと。 指定日に Web フォームから申し込まなかった学生

については、 人数の余裕がある場合に限り、受け入れる。 なお指定期間内に申し込んだ学生についても、履修希望者が多

い場合には、受講を制限することがある。 

【授業の形式】 

【対面】演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.授業の進め方。 

2.Dis-moi tout !    第９課 

3.第９課 

4.第１０課 

5.第１０課 

6.第１１課 

7.第１１課 

8.第１２課 

9.第１２課 

10.第１３課 

11.第１３課 

12.第１４課 

13.第１４課 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回の復習、課題を行う、小テストの準備等（目安 60－90 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習、 新しいテキストの進め方 

2.第１課 

3.第１課 

4.第２課 

5.第２課 

6.第３課 

7.第３課 

8.第４課 

9.第４課 

10.第５課 

11.第５課 

12.第６課 

13.第６課 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

毎回の復習、課題を行う、小テストの準備等（目安 60－90 分） 

【オフィスアワー】 

yamamura-kuniko@pl.tohomusic.ne.jp （木曜日担当） 

komoriya-tomoko@pl.tohomusic.ne,jp （火曜日担当） 

上記のメールアドレスに送信して下さい。 

【テキスト】 

1.Dis-moi tout ! レナ・ジュンタ  

清岡智比古 2015 年 \2,500 978-4-560-06118-3  

備考：白水社 
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371,372 ﾌﾗﾝｽ語 1(a),1(b) 

担当教員 山邑 久仁子 講師 曜日時限 
火 2 時限 

木 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

フランス語を初めて学習する学生を対象に、フランス語を読み、書き、話すための基礎の習得を目指します。発音、基礎文法、

動詞の活用等の練習を通してフランス語に慣れ親しみ、知識を重ねていけるよう、毎回の復習と課題への取り組みを期待しま

す。 火曜 2 時限(a)と木曜 3 時限(b)の週２コマの授業で、1 冊の教科書を使用します。通年授業 

【到達目標】 

フランス語の発音ルールや文法を理解し、読み、書き、話す能力の基本を身につけると共に、フランスという国や文化につい

ての関心を深める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

フランス語を初めて履修する学生 

【授業の形式】 

【対面】 講義の予定。（状況に応じて遠隔に移行する可能性有り） 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○ ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.授業の概要、Leçon 0 

アルファべ、挨拶 

2.Leçon １ 

職業・身分を言う 

国籍を言う 

3.主語人称代名詞、動詞 être、形容詞と名詞の性・数変化、

否定形 

4.Leçon ２ 

話せる言語を言う、住んでいるところを言う 

数（0-19) 

5.第 1 群規則動詞（－er 動詞)の直説法現在形 

疑問文の作り方 

6.Leçon ３ 

家族について話す 

年齢を訊ねる、言う 

7.数（20-100) 

動詞 avoir、不定冠詞、所有形容詞 

8.Leçon ４ 

好みを言う 

理由を訊ねる 

9.好き・嫌いに関する動詞 

定冠詞 

形容詞の用法 

10.Leçon １～４の復習 

11.Leçon ５ 

物について訊ねる・説明する 

位置や場所を訊ねる、言う 

12.指示代名詞、 

前置詞、de＋定冠詞の縮約 

13.試験 

14.Leçon ６ 

容姿や服装を訊ねる、説明する 

持ち主を言う 

【事前・事後学習-前期】 

授業内容の復習を音声を聞きながら行う。与えられた課題を次回までに実施する。（目安 60 分） 
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【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習・確認 

2.Leçon ７ 

移動について説明する 

交通手段を言う 

3.不規則動詞 

前置詞、à＋定冠詞の縮約 

4.Leçon 8 

天候について話す 

時刻を尋ねる、言う 

5.天候・時刻の表現 

6.Leçon ９ 

食習慣について話す 

値段を訊ねる・言う 

7.動詞 manger, boire 

部分冠詞 

8.Leçon 10 

習慣について話す 

日常の活動について話す 

9.数（100~ ) 

代名動詞 

10.Leçon 11 

過去のことを話す(1) 

いつのことだったか言う 

11.過去分詞 

直説法複合過去(1) 

12.Leçon 12 

過去のことを話す(2) 

直説法複合過去(2) 期間を言う 

13.試験 

14.Leçon 13 

過去の習慣について話す 

過去時制のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内容の復習を音声を聞きながら行う。与えられた課題を次回までに実施する。（目安 60 分） 

【オフィスアワー】 

質問・連絡はメール (yamamura-kuniko@pl.tohomusic.ac.jp) 、あるいは classroom にして下さい。 

【テキスト】 

1.『フラッシュ！絵とアクティヴィテで学ぶフランス語』  E.Antier, 

三上純子, 

Michel Sagaz  2020 年 \2,400 978-4-411-01132-9   

備考：駿河台出版社 

 

373,374 ﾌﾗﾝｽ語 2(a),2(b) 

担当教員 
萩原 さがみ 講師 

山上 昌子 講師 
曜日時限 

火 4 時限 

木 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

フランス語を初めて学習する学生を対象に、フランス語を読み、書き、話すための基礎の習得を目指します。発音、基礎文法、

動詞の活用等の練習を通してフランス語に慣れ親しみ、知識を重ねていけるよう、毎回の復習と課題への取り組みを期待しま

す。  週２コマのペア(a)(b)で、1 冊の教科書を使用します。通年授業。 

【到達目標】 

フランス語の発音ルールや文法を理解し、読み、書き、話す能力の基本を身につけると共に、フランスという国や文化につい

ての関心を深める。 
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【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

フランス語を初めて履修する学生 

【授業の形式】 

a(火）b(木）ともに 【遠隔】 講義。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.火）①はじめに  ②＃１回目授業概要（アルファべ・あい

さつ表現）課題 について ③音声ファイル  ④教科書購

入について 

木）イントロダクション：フランス・フランス語について 

2.火）教科書 p10-11 初回授業に欠席した方は初回シラバ

スの「はじめに」を見てご連絡下さい。 

木）身分・職業を言う、動詞 être 

3.火）教科書 p16-17  空港での会話 国籍について話せ

るようになる。 

木）動詞 être、否定文、国名 

4.火）「私は学生です。」自己紹介 

木）数字 0〜20、話せる言語や住んでいる場所を言う、第一

群規則動詞① 

5.火）教科書 p20-21 大学での会話 

木）第一群規則動詞②、疑問文、自分が持っているもの・

持っていないものを言う 

6.火）-er 動詞を使った表現に慣れる。 

木）これまでの復習 

7.火）教科書 p24-25 大介の家族についての会話 

木）動詞 avoir、年齢を言う、不定冠詞、所有形容詞 

8.火）相手に質問をする。 

木）数字 20〜100、定冠詞、好き嫌いを言う 

9.火）教科書 p28-29 大介とホストファミリー 

木）理由を言う、形容詞、発音の規則のまとめ 

10.火）これまでの復習・口頭演習 

木）Leçons 0〜4 のまとめ 

11.火）所有代名詞  家族について話す 

木）提示の表現、場所の言い方、前置詞 de＋定冠詞の縮

約 

12.火）教科書 p36-37 カフェでの会話 場所や位置 

木）強勢形、指示形容詞、所有の言い方 

13.火）p40-41 ジャンヌと大介 服装について感想を言う 

木）身につけているものを言う、人を描写する、関係代名詞 

14.火）今学期のまとめ 

木）今学期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回与えられた課題を実施し提出すること。（目安６０分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.火）7 課  ジャンヌの家での会話 前期の復習 

木）動詞 aller、前置詞 à＋定冠詞の縮約 

2.火）交通手段や Je vais~の復習 

木）動詞 prendre, venir、出身地を言う、天候を言う 

3.火）8 課 Daisuke voyage(1) 

木）時刻を言う、曜日や季節の表現、食べ物を言う 

4.火）Daisuke voyage(2) 天候・時刻の表現 

木）食べ物・飲み物を言う：部分冠詞、中性代名詞 en 

5.火）9 課 Daisuke au marché 値段をたずねる 

木）値段を言う、動詞 faire, écrire, dormir, lire 

6.火）10 課 ロワール川沿いでの大介 

木）1 日のことを語る：代名動詞 

7.火）11 課 大介の週末 

木）過去のことを言う：複合過去（助動詞 avoir） 

8.火）12 課 ルーアンへの旅行 

木）複合過去（助動詞 être） 

9.火）avoir の複合過去 

木）最近した事について過去形で語る 

 

10.火）être の複合過去 1 日のルーティンを語る 

木）過去の情景や習慣を言う：半過去 

11.火）複合過去の総まとめ 

木）繰り返しを避ける：目的語の代名詞 

12.火）フランスのクリスマスについて知る 

木）したいこと、できること、しなくてはならないことを言う：動

詞 vouloir, pouvoir, devoir、命令法 
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13.火）13 課 大介の子供時代 

木）許可を求める、誘いに応じる・断る、理由や目的を言う 

14.火）半過去形について 

木）今学期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

毎回与えられた課題を実施し提出すること。（目安６０分） 

【オフィスアワー】 

質問・連絡は Classroom、あるいはメールで受け付けます。 

【テキスト】 

1.『フラッシュ！絵とアクティヴィテで学ぶフランス語』  E.Antier, 

三上純子, 

Michel Sagaz  2020 年 \2,400 978-4-411-01132-9   

備考：  

駿河台出版社 

 

375,376 ﾌﾗﾝｽ語 3(a),3(b) 

担当教員 小森谷 朋子 講師 曜日時限 
火 5 時限 

木 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

フランス語を初めて学習する学生を対象に、フランス語を読み、書き、話すための基礎習得を目指します。発音、基礎文法、

動詞の活用の練習を通してフランス語に慣れ親しみ、知識を重ねていけるよう、毎回の復習と課題への取り組みを期待します。

週２コマのペア(a)(b)で、一冊の教科書を使用します。 

通年授業。 

【到達目標】 

フランス語の発音のルールや文法を理解し、読み、書き、話す能力の基礎を身に付けると共に、フランスという国や文化につ

いて関心を深める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

フランス語を初めて履修する学生。 

オリエンテーション期間の指定の日時に Web ホームから申し込むこと。期日までに Web ホームから申し込まなかった学生に

ついては、人数に余裕がある場合 

に限り受け入れる。 

【授業の形式】 

【対面】 演習形式。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.フランス語に親しむ。 

アルファベット、簡単な挨拶、辞書、参考書の紹介等。 

2.Leçon 1 

職業、身分を言う。 
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3.Leçon 1 

国籍を言う。 

4.Leçon 2 

話せる言葉を言う。 

5.Leçon 2 

住んでいる所を尋ねる、言う。 

数（1～19） 

6.Leçon 3 

家族について話す。 

7.Leçon 3 

年齢を尋ねる、言う。 

数(20～100） 

8.Leçon 4 

好みを言う。 

9.Leçon 4 

理由を尋ねる、言う。 

10.Leçon 5 

物について尋ねる、説明する。 

11.Leçon 5 

位置や場所を尋ねる、言う。 

12.Leçon 6 

容姿や服装を尋ねる、言う。 

13.Leçon 6 

持ち物を言う。 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回の復習、課題の提出、小テストの準備等（目安 60 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.Leçon 7 

移動について説明する。 

2.Leçon 7 

交通手段を言う。 

3.Leçon 8 

天候について話す。 

4.Leçon 8 

時刻を尋ねる、言う。 

5.Leçon 9 

食習慣について話す。 

6.Leçon 9 

値段を尋ねる、言う。 

7.Leçon 10 

習慣について話す。 

8.Leçon 10 

日常の活動について話す。 

数（100 ～999,999） 

9.Leçon 11 

過去の事を話す（1） 

10.Leçon 11 

いつの事だったかを言う。 

11.leçon 12 

過去のことを話す(2) 

12.leçon 12 

期間を言う。 

13.食習慣 

14.学習内容のまとめ。 

【事前・事後学習-後期】 

毎回の復習、課題の提出、小テストの準備等（目安 60 分） 

【オフィスアワー】 

火曜日 5 限前、木曜日 4 限前 調布教員室。または komoriya-tomoko@pl.tohomusic.ac.jp  にメールで連絡して下さい。 

【テキスト】 

1.『 フラッシュ！』 

－絵とアクティブで学ぶフランス語－ Emmanuel  ANTIER 

三上 純子 

Michel SAGAZ 2020 年 \2,400 978-4-411-01132-9  

備考：駿河台出版社 
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377 ﾌﾗﾝｽ語 4 

担当教員 萩原 さがみ 講師 曜日時限 火 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

教科書は大学の発表する購入方法に従って購入して下さい。 

このクラスでは初級クラスで学習した基本的な語彙、文法を基に、よりフランス語らしい表現力を身に着けていきます。 

【到達目標】 

初級から中級への橋渡しとなる準中級フランス語のクラスです。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

すでに初級クラス、または高校で 2 年間フランス語を履修した学生を対象としています。 

なお、指定期間内に申し込んだ学生についても、履修希望者が多い場合には、受講を制限することがあります。  

【授業の形式】 

【遠隔】 講義 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 

2.初級の復習 

3.国籍・他己紹介 

4. 職業・出身地 

5.動詞・定冠詞 

6.自分や他の人について語る 

7.これまでの復習・口頭演習 

8.自分や他人について語る 

9.否定文、数を聞き取る 

10.日常生活を語る 

11.日常のルーティンに関する表現 

12.前置詞と定冠詞の縮約 

13.6 課までの内容の振り返り 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で課題を出します。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を指定することもあるので、そのような場合には必ず

準備をしてくること。  

前回の復習、課題を行う、小テストの準備など (目安各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.6 課まで前期の復習 

2.7 課 人や物を描写する 

3.8 課 欲しい物、色、サイズ、支払い方法を言う 

指示形容詞 衣服の名称 

4.9 課 食事、食料品を買う 

5.部分冠詞、中性代名詞 

6.10 課 位置関係を伝える 

7.中間発表 

8.11 課 道順の説明 

9.命令形 中性代名詞 y 

10.12 課 質問表現 

11.予定について語る 

12.近接未来、疑問詞 

13.地方の郷土料理 

14.学習内容のまとめ 
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【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で課題を出します。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を指定することもあるので、そのような場合には必ず

準備をしてくること。 前回の復習、課題を行う、小テストの準備など (目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

Google Classroom でお願いします。 

【テキスト】 

1.『マエストロ１ 

実践フランス語初級』 北村亜矢子 

Durrenberger Vincent 2020 年 \2,700 978-4-255-35307-4  

 

378 ﾌﾗﾝｽ語 5 

担当教員 佐藤 ローラ 講師 曜日時限 木 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

この授業ではフランス語の語彙力を高めつつ、スピーキング、ライティング力の強化を目的とする。A1、A2 レベル相当のテー

マに従い 1 年間で 10 課の項目を学習し、DELF、TCF、TEF 等のフランス語試験に備える。授業では能動的に発話すること

が求められる。ペアワークでの口頭演習を繰り返し、自然に発話できるよう導いていく。 

【到達目標】 

初級レベルで習った文法を正しく身に付けることを目的としています。聞く、話す、読む、書くというスキルも高めていきます。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

初級終了者、および高校でフランス語を 2 年間履修した者。 

オリエンテーション期間の指定の日時までに Web フォームから申し込むこと。期日までに Web フォームから申し込まなかった

学生については、人数の余裕がある場合に限り受け入れる。なお、指定期間内に申し込んだ学生についても、履修希望者が

多い場合には、受講を制限することがある。申し込み締切翌日に掲示されるクラス指定を確認すること。 

【授業の形式】 

【対面】演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.FACE TO FACE 

Leçon 1 - Modèles 1, 2 et 3 (pages 8 et 9) 

2.FACE TO FACE 

Leçon 1 - Activités et exercices (pages 10 et 11) 

3.FACE TO FACE 

Leçon 2 - Modèles 1, 2, 3, 4 et 5 (pages 16 et 17) 

4.FACE TO FACE 

Leçon 2 - Activités et exercices (pages 18 et 19) 

5.FACE TO FACE 

Leçon 3 - Modèles 1, 2, 3, 4 et 5 (pages 24 et 25) 

6.FACE TO FACE 

Leçon 3 - Activités et exercices (pages 26 et 27) 

7.FACE TO FACE 

Leçon 4 - Modèles 1, 2, 3 et 4 (pages 32 et 33) 
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8.FACE TO FACE 

Leçon 4 - Activités et exercices (pages 34 et 35) 

9.FACE TO FACE 

Leçon 5 - Modèles 1, 2 et 3 (pages 40 et 41) 

10.FACE TO FACE 

Leçon 5 - Activités et exercices (pages 42 et 43) 

11.FACE TO FACE 

Leçon 6 - Modèles 1, 2 et 3 (pages 48 et 49) 

12.FACE TO FACE 

Leçon 6 - Activités et exercices (pages 50 et 51) 

13.FACE TO FACE 

Leçon 7 - Modèles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (pages 56 et 57) 

14.FACE TO FACE 

Leçon 7 - Activités et exercices (pages 58 et 59) 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)テキストの

各章終了毎に 80 字程度のレポート作成を課する 

【授業展開と内容-後期】 

1.FACE TO FACE 

Leçon 8 - Modèles 1, 2 et 3 (pages 64 et 65) 

2.FACE TO FACE 

Leçon 8 - Activités et exercices (pages 66 et 67) 

3.FACE TO FACE  

Leçon 9 - Modèles 1, 2 et 3 (pages 72 et 73) 

4.FACE TO FACE 

Leçon 9 - Activités et exercices (pages 74 et 75) 

5.FACE TO FACE 

Leçon 10 - Modèles 1, 2 et 3 (pages 80 et 81) 

6.FACE TO FACE 

Leçon 10 - Activités et exercices (pages 82 et 83) 

7.FACE TO FACE 

Leçon 11 -  Les pays et les continents (pages 88 et 89) 

8.FACE TO FACE 

Leçon 11 - Activités et exercices (pages 90 et 91) 

9.FACE TO FACE 

Leçon 12 - Modèles 1, 2, 3 et 4 (pages 96 et 97) 

10.FACE TO FACE 

Leçon 12 - Activités et exercices (pages 98 et 99) 

11.FACE TO FACE 

Leçon 13 - Modèles 1 et 2 (pages 104 et 105) 

12.FACE TO FACE 

Leçon 13 - Activités et exercices (pages 106 et 107) 

13.FACE TO FACE 

Leçon 14 - Modèles 1 et 2 (pages 112 et 113) 

14.FACE TO FACE 

Leçon 14 - Activités et exercices (pages 114 et 115) 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)テキストの

各章終了毎に 80 字程度のレポート作成を課する 

【オフィスアワー】 

授業時に指示する 

【テキスト】 

1.改訂版 フランス語の方法 Méthode de français - communication et grammaire de base - nouvelle édition  

 Vincent Durrenberger 

駿河台出版社 

 ISBN978-4-411-01117-6  

【教材】 

改訂版 フランス語の方法 Méthode de français - communication et grammaire de base - nouvelle édition 

Vincent Durrenberger 著 - 駿河台出版社 
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379 ﾌﾗﾝｽ語 6 

担当教員 萩原 さがみ 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

教科書は大学の発表する購入方法に従って購入して下さい。 

ベースとなる中級文法を学習しながらより複雑な表現力を身に着けていきます。 

【到達目標】 

中級文法を土台としたリスニング演習を通してフランス語の理解を深め、総合力を養成する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

すでに初級を受講しているか、高校で履修していること。  

指定期間内に申し込んだ学生についても、履修希望者が多い場合には、受講を制限することがあります。  

【授業の形式】 

【遠隔】 講義 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 

2.初級の復習  教科書 p63~ 

3.13 課  天気、時間 

4.14 課  自分の 1 日を語る 

5.14 課  どう言うのですか？ 

6.15 課  今していること 

7.したばかりの事 

8.15 課までの復習 

9.中間発表 

10.16 課  過去の行為・出来事を語る 

11.複合過去の否定形 

12.過去の 1 日について日記を書く。 口頭演習 

13.17 課  動詞の過去分詞 

14.複合過去、性数一致。 学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で課題を出します。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を指定することもあるので、そのような場合には必ず

準備をしてくること。 

前回の復習、課題を行う、小テストの準備など (目安各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の学習内容確認  

2.18 課  代名動詞の複合過去 

3.複合過去のまとめ 

4.19 課  比較の表現、不定詞構文 

5.20 課  過去の状態、習慣 

6.文化～ハロウィーンについて 

7.21 課  スポーツ、楽器 

8.休暇中の活動 

 

9.22 課  体調を伝える 病院での会話 

10.これまでの復習・口頭演習 

11.23 課  誘う、約束をする 

12.頼みごとをする 

13.24 課  願望を伝える、予約をする 

14.学習内容のまとめ 
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【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で課題を出します。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を指定することもあるので、そのような場合には必ず

準備をしてくること。前回の復習、課題を行う、小テストの準備など (目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

Google Classroom でお願いします。 

【テキスト】 

1.『マエストロ１ 

実践フランス語初級』 北村亜矢子 

Durrenberger Vincent 2020 年 \2,700 978-4-255-35307-4  

備考：朝日出版社 

 

380 ﾌﾗﾝｽ語 7 

担当教員 角津 美愛 講師 曜日時限 木 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

初級文法の復習をしながら、さらにフランス語の基本的な文法事項を学びます。また日常で使える簡単な会話の表現や聞き

取り、読解も行い、中級レベルのフランス語の能力が身につくようにします。 

【到達目標】 

・初級文法をしっかり身につける 

・中級レベルの文法や語彙、表現を身につける 

・簡単な文章が読めるようになる 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

すでに初級を受講しているか、高校で履修していること。   

オリエンテーション期間の指定の日時までに Web フォームから申し込むこと。期日までに Web フォームから申し込まなかった

学生については、人数の余裕がある場合に限り受け入れる。なお、指定期間内に申し込んだ学生についても、履修希望者が

多い場合には、受講を制限することがある。申し込み締切翌日に掲示されるクラス指定を確認すること。 

【授業の形式】 

【対面】演習。 新型ウイルスの感染状況を見ながら、対面とオンラインを織り交ぜて行います。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

 ○   ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.不規則動詞の復習 

2.否定形の疑問文に答える、旅行の単語 

3.規則動詞の復習 

4.部屋の描写をする、家具の単語 

5.必要なことを言う、複合過去 

6.半過去 

7.未来のことをいう、単純未来 

8.計画を話す、単純未来 

9.人やものについて感想をいう 

10.目的補語人称代名詞 
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11.感情を伝える、中性代名詞 

12.感情を伝える、中性代名詞 

13.命令形、相手に指示を与える 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

予習として、１週間の間にあった出来事をフランス語で報告できるように準備すること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.関係代名詞 qui,que 

2.関係代名詞 dont 

3.人や場所を説明する 

4.丁寧に伝える、条件法現在 

5.仮定の話をする、条件法現在 

6.相手に強調して伝える 

7.強調構文、条件法過去 

8.接続法現在 

9.願望や願いを伝える 

10. 感情や不安を述べる 

11.接続法のまとめ 

12.原因を述べる、所有代名詞 

13.ジェロンディフ、不定形容詞 

14.後期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。  

【オフィスアワー】 

木曜日 午後 調布教員室 

【テキスト】 

1.maestro2  Ayako Kitamura 2021 年 \2,700 978-4-255-35320-3  

 

381 ﾌﾗﾝｽ語 8 

担当教員 十川 菜穂 講師 曜日時限 火 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

6 曲のシャンソンが取り上げられている教科書を用い、歌詞を読み取り、文法、語彙や表現などを学び、練習問題やディクテで

定着を図る。会話に役立つ様々な表現を覚え、応用できるようにする。そして各音素の発音、音読の練習をして実際に歌える

ようにする。 

【到達目標】 

文法事項を確認し、覚えたフランス語の構文を使って表現できるようにする。フランス語の様々な音を発音し分けられるように

し、シャンソンを歌うことでフランス語のイントネーションを身に付ける。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

すでに初級を受講しているか、高校で履修していること。２年以上フランス語を履修していることが望ましい。 

【授業の形式】 

【対面】演習形式で実施。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 
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【授業展開と内容-前期】 

1.～第 4 回 第 1 章 “Plaisir d'amour” 

文法：複合過去、半過去など 

5.～第 8 回 第 2 章 “Mon pays” 

文法：代名動詞、使役動詞など 

9.～第 12 回 第 3 章 “Comme d'habitude” 

文法：近接未来、単純未来、前未来など 

13.学習内容のまとめ 

14.今後の課題と発展的学習 

【事前・事後学習-前期】 

言語の習得に予習復習は欠かせません。毎回の宿題と共に、歌詞の音読や歌の練習も行うこと。(目安 30-60 分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.～第 4 回 第 4 章 “Les flamandes” 

文法：非人称構文、強調構文、関係代名詞など 

5.～第 8 回 第 5 章 “Regard impressionniste” 

文法：条件法現在、中性代名詞など 

9.～第 12 回 第 6 章 “Agatha” 

文法：接続法現在、直接・間接話法など 

13.学習内容のまとめ 

14.今後の課題と発展的学習 

【事前・事後学習-後期】 

言語の習得に予習復習は欠かせません。毎回の宿題と共に、歌詞の音読や歌の練習も行うこと。(目安 30-60 分) 

【オフィスアワー】 

メールアドレスを事務局に照会し、ご連絡下さい。 

【テキスト】 

1.En chantant シャンソンによるエチュード 西山教行、藤井宏尚 1995 年 \1,800  

 

382 ﾌﾗﾝｽ語 9 

担当教員 佐藤 ローラ 講師 曜日時限 木 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

L’objectif de ce cours vise à développer les compétences de production, orale et écrite, par le biais  d’une meilleure maîtrise 

du vocabulaire du français. Le programme de l’année s’articulera autour de 10 leçons, dont les thématiques sont conformes 

aux recommandations des référentiels officiels du niveau B1, de manière à préparer les apprenants aux examens de français 

(DELF, TCF). La compétence de communication orale sera également travaillée par des exercices en interaction entre pairs, 

afin de développer la spontanéité. 

【到達目標】 

L'objectif est d'améliorer les compétences de productions orales et écrites et d'acquérir une certaine indépendance dans la 

préparation du DELF A2 et B1. 

Le but est que les étudiants puissent faire face aux exercices proposés lors de l'examen de niveau A2 ou B1. 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

Ce cours est destiné aux étudiants ayant étudié au minimum deux ans de français et maîtrisant le présent, le passé composé, 

l’imparfait et le futur simple. 

【授業の形式】 

【対面】演習 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.FACE TO FACE 

Les caractéristiques physiques   Ils se ressemblent comme 

deux gouttes d'eau ! 

Exercice d'écoute (p.11) 

Vocabulaire de la leçon 1 (p.12-13) 

2.FACE TO FACE 

Activités (p.14-16) 

3.FACE TO FACE 

Les caractéristiques morales   Quels sont vos qualités et 

vos défauts ? 

Exercice d'écoute (p.17) 

Vocabulaire de la leçon 2 (p.18-19) 

4.FACE TO FACE 

Activités (p.20-22) 

5.FACE TO FACE 

Les sens, les sentiments et les émotions   La jalousie est 

un vilain défaut. 

Exercice d'écoute (p.23) 

Vocabulaire de la leçon 3 (p.24-24) 

6.FACE TO FACE 

Activités (p.26-28) 

7.FACE TO FACE 

La famille   Ana est enceinte ! 

Exercice d'écoute (p.29) 

Vocabulaire de la leçon 4 (p.30-31) 

8.FACE TO FACE 

Activités (p.32-34) 

9.FACE TO FACE 

Les relations sociales   Veux-tu m'épouser ? 

Exercice d'écoute (p.35) 

Vocabulaire de la leçon 5 (p.36-37) 

10.FACE TO FACE 

Activités (p.38-40) 

11.FACE TO FACE 

Les maladies, les accidents et la police   Vous avez pris 

votre température ? 

Document déclencheur (p.41) 

Vocabulaire de la leçon 6 (p.42-43) 

12.FACE TO FACE 

Activités (p.44-46) 

13.FACE TO FACE 

Les habitations et le mobilier   L'appartement est orienté 

plein sud. 

Exercice d'écoute (p.53) 

Vocabulaire de la leçon 8 (p.54-55) 

14.FACE TO FACE 

Activités (p. 56-58) 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分) 

テキストの各章終了毎に 150 字程度のレポート作成を課する 

【授業展開と内容-後期】 

1.FACE TO FACE 

Les études et la formation   Et l'épreuve d'anglais, ça 

s'est bien passé ? 

Document déclencheur (p. 59) 

Vocabulaire de la leçon 9 (p.60-61) 

2.FACE TO FACE 

Activités (p.62-64) 

3.FACE TO FACE 

Les activités professionnelles   Tu travailles dans quoi ? 

Exercice d'écoute (p. 65) 

Vocabulaire de la leçon 10 (p. 66-67) 

4.FACE TO FACE 

Activités (p.68-70) 

5.FACE TO FACE 

Les conditions de travail et les revendications   J'ai eu un 

CDI ! 

Exercice d'écoute (p.71) 

Vocabulaire de la leçon 11 (p.72-73) 

6.FACE TO FACE 

Activités (p.74-76) 
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7.FACE TO FACE 

Les activités culturelles et sportives   Son dernier film fait 

un tabac en ce moment ! 

Exercice d'écoute (p.77) 

Vocabulaire de la leçon 12 (p.78-79) 

8.FACE TO FACE 

Activités (p.80-82) 

9.FACE TO FACE 

Les transports publics   Tu as une carte Jeune ? 

Document déclencheur (p.83) 

Vocabulaire de la leçon 13 (p.84-85) 

10.FACE TO FACE 

Activités (p.86-88) 

11.FACE TO FACE 

Les transports privés   On prend l'autoroute ou la 

nationale ? 

Exerice d'écoute (p.89) 

Vocabulaire de la leçon 14 (p.90-91) 

12.FACE TO FACE 

Activités (p. 92-94) 

13.FACE TO FACE 

Les voyages et les migrations   Tu préfères la mer ou la 

montagne ? 

Document déclencheur (p.95) 

Vocabulaire de la leçon 15 (p.96-97) 

14.FACE TO FACE 

Activités (p.98-100) 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分) 

テキストの各章終了毎に 150 字程度のレポート作成を課する 

【オフィスアワー】 

木曜日  １０時～１４時２０分  （Ⅲ、Ⅳ限の授業時間を除く） 

【テキスト】 

1.Vocabulaire essentiel du français B1 DIDIER ISBN978-2-278-08730-3  

【教材】 

Vocabulaire essentiel du français B1 

DIDIER 

 

391 ｲﾀﾘｱ語 1a 

担当教員 米田 潔弘 教授 曜日時限 月 1 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

イタリア語を初めて学習する人、または初級文法を復習したい人を対象に、イタリア語を読み、書き、聞き、話すための基礎を

身につけることを目指します。 

【到達目標】 

名詞、冠詞、形容詞、疑問詞、前置詞、人称代名詞、直説法現在、再帰動詞、比較、命令法、直説法近過去、直説法半過去、

直説法未来、さらに条件法、関係代名詞、受動態など中級レベルまで進みます。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特別な要件はありません。１年間に初級文法を修得することを希望する者。1 年間にひととおりイタリア語の文法をマスターした

い人。再履修可。 
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【授業の形式】 

【遠隔】講義  非同時型（オンデマンド動画） 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

授業回数の３分の１以上の欠席がある場合は、原則として失格とします。 

【授業展開と内容-前期】 

1.第１課  イタリア語の発音、アクセント、表記 

第２課  名詞の性、単数形と複数形、不定冠詞など 

2.第３課  指示形容詞（代名詞）、形容詞、動詞 essere の

直説法現在 

3.第４課  定冠詞、疑問文と否定文、動詞 avere の直説法

現在、所有形容詞 

4.第４課 定冠詞、疑問文と否定文、動詞 avere の直説法

現在、所有形容詞 

5.第５課  -are 動詞の直説法現在、疑問詞、前置詞 

6.第６課  -ere動詞、-ire動詞の直説法現在、疑問詞存在

を示す表現 

7.１課～第６課の復習と試験 

8.第７課 不規則変化動詞 fare, andare, venire, dare, dire, 

stare, uscire 

9.第８課  不規則変化動詞 potere, dovere, volere, sapere 

10.第９課 直接補語人称代名詞、時刻、日付 

11.第 10 課 間接補語人称代名詞 

12.第 11 課 再帰動詞、再帰動詞と補助動詞の組み合わ

せ 

13.第 11 課 間接補語の直接補語の結合形、比較 

14.第７課～第 11 課の復習と試験 

【事前・事後学習-前期】 

シラバスをみて次回の内容を予習しておくこと。各授業後、配布するプリントで単語と文法の復習すること。 

NHK のイタリア語講座やインターネットでイタリアを視聴する習慣をつけることを推奨する。(目安各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.第 12 課  命令法 

2.第 12 課  命令法 

3.第 13 課  直説法近過去 

4.第 13 課  直説法近過去 

5.第 14 課  直説法半過去 

6.第 14 課  直説法半過去 

7.第 12 課～第 14 課の復習と試験 

8.第 15 課  直説法未来 

9.第 15 課  直説法未来 

10.第 16 課  条件法 

11.第 16 課  条件法 

12.第 17 課  関係代名詞、受動態、ジェルンディオ 

 

13.第 17 課  関係代名詞、受動態、ジェルンディオ 

14.第 15 課～第 17 課の復習と試験 

 

【事前・事後学習-後期】 

シラバスをみて次回の内容を予習しておくこと。各授業後、配布するプリントで単語と文法の復習をすること。 

NHK のイタリア語講座やインターネットでイタリアを視聴する習慣をつけることを推奨する。(目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

随時メールで受け付けます。 

【教材】 

教科書：京藤好男他著『Ciao! Ciao! Ciao!  イタリア語実践講座』（学文社）  

『伊和中辞典』（小学館）、『プリーモ伊和辞典』（白水社）またはイタリア語を内蔵する電子辞書。  

教科書は各自購入してください。調布駅前の書店では扱っていません。 
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392 ｲﾀﾘｱ語 1b 

担当教員 ｳﾞｨﾝﾁｪﾝﾂｫ ｽﾋﾟﾇｰｿﾞ 特任講師 曜日時限 火 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

このイタリアの言語と文化の講座は、イタリア語の初心者で、イタリア語でコミュニケーションをとり、観光や留学や仕事などのた

めイタリアに滞在しようと考えている学生を対象とする。イタリア語の話し言葉（発音や会話）に重点をおくが、筆記と文法にも

ふれる。 

【到達目標】 

日常生活での単純かつ具体的な状況を理解する。相手がゆっくり話すなら、簡単なコミュケーションが可能になるようにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

イタリア語が初めての者、特別な要件はない。 

【授業の形式】 

【対面】演習  この講座の目的は、イタリア語のオーラル・コミュニケーションにある。それゆえ、授業は教師対学生の対面学

習ではなく、２人ないし少人数の学生同士のグループ学習で行われる。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

試験、出席率、授業への取組（積極的な参加、学生同士の連携）により総合的に成績評価をする。学期末に復習を行い、学

習した内容の理解を深めるようにする。 9 回以上欠席した者は失格とする。 

【授業展開と内容-前期】 

1.会話：あいさつ、自己紹介、個人的な情報の伝達  

文 法 ： 人 称 代 名 詞 io,tu,; 動 詞

essere,chiamarsi, abitare,studiare,lavorare;前置詞 di,a. 

Textbook Opera Prima vol.1 Unità 1 

2.会話：あいさつ、自己紹介、個人的な情報の伝達  

文 法 ： 人 称 代 名 詞 io,tu,Lei; 動 詞

essere,chiamarsi, abitare,studiare,lavorare;前置詞 di,a. 

Textbook Opera Prima vol.1 Unità 1 

3.会話：あいさつ、自己紹介、個人的な情報の伝達  

文 法 ： 人 称 代 名 詞 io,tu,Lei; 動 詞

essere,chiamarsi, abitare,studiare,lavorare;前置詞 di,a. 

Textbook Opera Prima vol.1 Unità 1 

4.会話：あいさつ、自己紹介、個人的な情報の伝達  

文 法 ： 人 称 代 名 詞 io,tu,Lei; 動 詞

essere,chiamarsi, abitare,studiare,lavorare;前置詞 di,a. 

Textbook Opera Prima vol.1 Unità 1 

5.会話：あいさつ、自己紹介、個人的な情報の伝達  

文 法 ： 人 称 代 名 詞 io,tu,Lei; 動 詞

essere,chiamarsi, abitare,studiare,lavorare;前置詞 di,a. 

Textbook Opera Prima vol.1 Unità 1 

6.会話：あいさつ、自己紹介、個人的な情報の伝達  

文 法 ： 人 称 代 名 詞 io,tu,Lei; 動 詞

essere,chiamarsi, abitare,studiare,lavorare;前置詞 di,a. 

Textbook Opera Prima vol.1 Unità 1 

7.会話：誰かについて話す、個人的な情報（言語や職業）

の伝達 

文 法 ： 形 容 詞 quale, 不 定 冠 詞 （ 単 数 ） , 動 詞

essere,fare,lavorare の活用 

Textbook Opera Prima vol.1 Unità 2 

8.会話：誰かについて話す、個人的な情報（言語や職業）

の伝達 

文 法 ： 形 容 詞 quale, 不 定 冠 詞 （ 単 数 ） , 動 詞
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essere,fare,lavorare の活用 

Textbook Opera Prima vol.1 Unità 2 

9.会話：誰かについて話す、個人的な情報（言語や職業）

の伝達 

文 法 ： 形 容 詞 quale, 不 定 冠 詞 （ 単 数 ） , 動 詞

essere,fare,lavorare の活用 

Textbook Opera Prima vol.1 Unità 2 

10.会話：誰かについて話す、個人的な情報（言語や職業）

の伝達 

文 法 ： 形 容 詞 quale, 不 定 冠 詞 （ 単 数 ） , 動 詞

essere,fare,lavorare の活用 

Textbook Opera Prima vol.1 Unità 2 

11.会話：誰かについて話す、個人的な情報（言語や職業）

の伝達 

文 法 ： 形 容 詞 quale, 不 定 冠 詞 （ 単 数 ） , 動 詞

essere,fare,lavorare の活用 

Textbook Opera Prima vol.1 Unità 2 

12.会話：バールで注文する、週末について話す、場所に

ついて説明する 

文法 ：動詞 desiderare,prendere;vorrei の用法 ；動詞

volere,preferire;定冠詞（複数） 

13.会話：伝記を理解する、オペラ界の著名人について話

す 

文法：動詞 nascere, comporre, morire の三人称直説法現

在、前置詞 dove、数字 100～2000 

14.学習内容の確認 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.会話：個人的な情報の伝達、日常生活について話す、残

念な気持ちを表す、時間の表現 

文法：動詞 portare, desiderare, dire、形容詞 buono、副詞

bene、アルファベート、名詞（複数）、疑問詞 quali, quante 

2.会話：個人的な情報の伝達、日常生活について話す、残

念な気持ちを表す、時間の表現 

文法：動詞 portare, desiderare, dire、形容詞 buono、副詞

bene、アルファベート、名詞（複数）、疑問詞 quali, quante 

3.会話：個人的な情報の伝達、日常生活について話す、残

念な気持ちを表す、時間の表現 

文法：動詞 portare, desiderare, dire、形容詞 buono、副詞

bene、アルファベート、名詞（複数）、疑問詞 quali, quante 

4.会話：個人的な情報の伝達、日常生活について話す、残

念な気持ちを表す、時間の表現 

文法：動詞 portare, desiderare, dire、形容詞 buono、副詞

bene、アルファベート、名詞（複数）、疑問詞 quali, quante 

5.会話：個人的な情報の伝達、日常生活について話す、残

念な気持ちを表す、時間の表現 

文法：動詞 portare, desiderare, dire、形容詞 buono、副詞

bene、アルファベート、名詞（複数）、疑問詞 quali, quante 

6.会話：指示を求める、値段をたずねる、好みを表現する、

洋服について説明し買う 

文法：規則動詞-ire、動詞 andare, giocare、動詞 piacere の

用法 

7.会話：指示を求める、値段をたずねる、好みを表現する、

洋服について説明し買う 

文法：規則動詞-ire、動詞 andare, giocare、動詞 piacere の

用法 

8.会話：指示を求める、値段をたずねる、好みを表現する、

洋服について説明し買う 

文法：規則動詞-ire、動詞 andare, giocare、動詞 piacere の

用法 

9.会話：指示を求める、値段をたずねる、好みを表現する、

洋服について説明し買う 

文法：規則動詞-ire、動詞 andare, giocare、動詞 piacere の

用法 

10.会話：指示を求める、値段をたずねる、好みを表現する、

洋服について説明し買う 

文法：規則動詞-ire、動詞 andare, giocare、動詞 piacere の

用法 

11.会話：祝日やバカンスについて話す、願望を表現する。 

文法：否定文non…mai、疑問副詞perchè、動詞piacere（mi 

piace, mi piacciono）、間接補語人称代名詞（単数）、非人

称の si、動詞の近過去（ lavorare, mangiare, comprare, 

andare, bere, fare） 

12.会話：祝日やバカンスについて話す、願望を表現する。 

文法：否定文non…mai、疑問副詞perchè、動詞piacere（mi 

piace, mi piacciono）、間接補語人称代名詞（単数）、非人

称の si、動詞の近過去（ lavorare, mangiare, comprare, 

andare, bere, fare） 
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13.会話：祝日やバカンスについて話す、願望を表現する。 

文法：否定文non…mai、疑問副詞perchè、動詞piacere（mi 

piace, mi piacciono）、間接補語人称代名詞（単数）、非人

称の si、動詞の近過去（ lavorare, mangiare, comprare, 

andare, bere, fare） 

14.学習内容の確認 

【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

特に定めないが、事前に連絡すること。 

【教材】 

Opera Prima vol.1. Libro dello studente ed esercizi; Autori: Maggia, Miscio, Quadglieri, Spinuso; Livello elementare(A1-1) 

(Casa editrice Asahi) 

テキストはコピーして配布するが、自分で購入してもよい。自分で購入できない場合は担当教師に申し出ること。 

 

393 ｲﾀﾘｱ語 1c 

担当教員 米田 潔弘 教授 曜日時限 水 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

イタリア語を初めて学習する人、または初級文法を復習したい人を対象に、イタリア語を読み、書き、聞き、話すための基礎を

身につけることを目指します。毎回、イタリア語の単語の発音、文法の説明と練習問題の実践、日常会話、カンツォーネ、オペ

ラなどの視聴を通じてイタリア語に慣れるようにします。 

【到達目標】 

名詞、冠詞、形容詞、疑問詞、前置詞、人称代名詞、直説法現在、再帰動詞、比較、命令法、直説法近過去、直説法半過去、

直説法未来など初級レベルのイタリア語を学習します。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特別な要件はありません。１年間に初級文法をじっくりゆっくり進みます。初級文法をきちんと学びたい人向け。再履修可。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義。 非同時型（オンデマンド動画） 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

授業回数の３分の１以上の欠席がある場合は、原則として失格とします。 

【授業展開と内容-前期】 

1.挨拶とアルファベート  

第１課 名詞と冠詞 

2.第２課 動詞 essere   

3.第３課 形容詞  

4.第４課 規則動詞、疑問詞 

5.第５課 「-are」動詞－規則活用 

6.第６課 「-are」動詞－不規則活用 

7.第１課～第６課の復習と試験 
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8.第７課 「-ere」動詞－規則活用 

 

9.第８課 「-ere」動詞－不規則活用 

10.第９課 「-ire」動詞－規則活用 

11.第 10 課 「-ire」動詞－不規則活用 

12.第 11 課 名詞と冠詞と形容詞の複数形  

第 12 課 時刻 

13.第 13 課 補助動詞 

14.第７課～第 13 課の復習と試験 

【事前・事後学習-前期】 

シラバスをみて次回の内容を予習しておくこと。各授業後、配布するプリントで単語と文法の復習をすること。 

NHK のイタリア語講座やインターネットでイタリアを視聴する習慣をつけることを推奨する。(目安各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.第 14・15 課 再帰動詞・再帰動詞と代名動詞 

2.第 16 課 近過去－avere とともに使うとき 

3.第 17 課 近過去－essere とともに使うとき       

4.第 18 課 近過去－再帰動詞・代名動詞のとき             

5.第 19 課 半過去 

第 20 課 時制 

6.第 21 課 所有形容詞 

7.第 14 課～第 21 課の復習と試験 

8.第 22 課 直接補語人称代名詞 

9.第 23 課 間接補語人称代名詞 

10.第 24 課 命令法 

11.25 課 命令法 

12.第 26 課 比較級と絶対最上級 

13.第 27 課 未来形 

14.第 22 課～第 27 課の復習と試験 

【事前・事後学習-後期】 

シラバスをみて次回の内容を予習しておくこと。各授業後、配布するプリントで単語と文法の復習をすること。 

NHK のイタリア語講座やインターネットでイタリアを視聴する習慣をつけることを推奨する。(目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

随時メールで受け付けます。 

【教材】 

教科書：マッテオ・カスターニャ、吉冨文著『イタリアーノ・イタリアーノ―イタリア語はじめの一歩―』（朝日出版社） 

『伊和中辞典』（小学館）、『プリーモ伊和辞典』（白水社）またはイタリア語を内蔵する電子辞書。 

教科書は各自購入してください。調布駅前の書店では扱っていません。 

 

394 ｲﾀﾘｱ語 2a 

担当教員 米田 潔弘 教授 曜日時限 水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

＜文で味わうイタリア語・歌で味わうイタリア語＞ 

簡単なイタリア語の文章を読んだり、オペラのアリアやポップスのカンツォーネを聞いたりしながら、文法を学んでいく。楽しみ

ながらよりイタリア語に親しむことを目指す。 

【到達目標】 

イタリア語のテーマ別の読み物、カンツォーネやオペラなどの歌を通して、語彙力と文法をふまえた読解力をつける。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

イタリア語１の既習者あるいは初級文法（直説法）の能力を有する者。再履修可。簡単なイタリア語のテーマ別の文章を読みな
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がら、文法を説明していきます。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義  非同時型（オンデマンド動画） 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

授業回数の３分の１以上の欠席がある場合は、原則として失格とします。 

【授業展開と内容-前期】 

1.文で味わうイタリア語１ 

2.文で味わうイタリア語２ 

3.文で味わうイタリア語３ 

4.文で味わうイタリア語４ 

5.文で味わうイタリア語５ 

6.文で味わうイタリア語６ 

7.文で味わうイタリア語７ 

8.文で味わうイタリア語８ 

9.文で味わうイタリア語９ 

10.文で味わうイタリア語１０ 

11.文で味わうイタリア語１１ 

12.文で味わうイタリア語１２ 

13.文で味わうイタリア語１３ 

14.文で味わうイタリア語１４／８～１４の確認試験 

【事前・事後学習-前期】 

シラバスをみて次回の内容を予習しておくこと。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。（目安各 60 分） 

NHK のイタリア語講座やインターネットでイタリアを視聴する習慣をつけることを推奨する。 

【授業展開と内容-後期】 

1.文で味わうイタリア語１５ 

2.文で味わうイタリア語１６ 

3.文で味わうイタリア語１７ 

4.文で味わうイタリア語１８ 

5.文で味わうイタリア語１９ 

6.文で味わうイタリア語２０ 

7.歌で味わうイタリア語１ 

8.歌で味わうイタリア語２ 

9.歌で味わうイタリア語３ 

10.歌で味わうイタリア語４ 

11.歌で味わうイタリア語５ 

12.歌で味わうイタリア語６ 

13.歌で味わうイタリア語７ 

14.歌で味わうイタリア語８ 

【事前・事後学習-後期】 

シラバスをみて次回の内容を予習しておくこと。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。（目安各６０分） 

NHK のイタリア語講座やインターネットでイタリアを視聴する習慣をつけることを推奨する。 

【オフィスアワー】 

随時メールで受け付けます。 

【教材】 

教科書：一之瀬俊和、アルダ・ナンニーニ、古田耕史『文で味わうイタリア』（朝日出版社） 

教科書は各自購入しておいてください。調布駅前の書店では扱っていません。 
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395 ｲﾀﾘｱ語 2b 

担当教員 ｳﾞｨﾝﾁｪﾝﾂｫ ｽﾋﾟﾇｰｿﾞ 特任講師 曜日時限 火 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

このイタリアの言語と文化の講座は、イタリア語の初歩を学習した者で、イタリア語でコミュニケーションをとり、観光や留学や仕

事などのためイタリアに滞在しようと考えている学生を対象とする。イタリア語の話し言葉（発音や会話）に重点をおくが、筆記と

文法にもふれる。 

【到達目標】 

身近な分野に関するよく使われる文や表現が理解できる。ごく基本的な個人の情報や家族情報、買い物、仕事など、自分の

背景や身の回りの状況を簡単な言葉で説明できるようにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

イタリア語の１ｂを履修した者、あるいはそれと同等の能力を有する者 

【授業の形式】 

【対面】演習  この講座の目的は、イタリア語のオーラル・コミュニケーションにある。それゆえ、授業は教師対学生の対面学

習ではなく、２人ないし少人数の学生同士のグループ学習で行われる。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

試験、出席率、授業への取組（積極的な参加、学生同士の連携）により総合的に成績評価をする。 

学期末に復習を行い、学習した内容の理解を深めるようにする。9 回以上欠席した者は失格とする。 

【授業展開と内容-前期】 

1.会話:特定の場所がどこにあるか尋ね答える、約束をする、

過去の体験について話す  

文法:c’è, ci sono の用法；動詞 venire と potere;da...a(時

間);近過去の用法 

Textbook Opera Prima vol.2 Unità 1 

2.会話:特定の場所がどこにあるか尋ね答える、約束をする、

過去の体験について話す  

文法:c’è, ci sono の用法；動詞 venire と potere;da...a(時

間);近過去の用法 

Textbook Opera Prima vol.2 Unità 1 

3.会話:特定の場所がどこにあるか尋ね答える、約束をする、

過去の体験について話す  

文法:c’è, ci sono の用法；動詞 venire と potere;da...a(時

間);近過去の用法 

Textbook Opera Prima vol.2 Unità 1 

4.会話:特定の場所がどこにあるか尋ね答える、約束をする、

過去の体験について話す  

文法:c’è, ci sono の用法；動詞 venire と potere;da...a(時

間);近過去の用法 

Textbook Opera Prima vol.2 Unità 1 

5.会話:特定の場所がどこにあるか尋ね答える、約束をする、

過去の体験について話す  

文法:c’è, ci sono の用法；動詞 venire と potere;da...a(時

間);近過去の用法 

Textbook Opera Prima vol.2 Unità 1 

6.会話:特定の場所がどこにあるか尋ね答える、約束をする、

過去の体験について話す  

文法:c’è, ci sono の用法；動詞 venire と potere;da...a(時

間);近過去の用法 

Textbook Opera Prima vol.2 Unità 1 
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7.会話:好みやバカンスについて話す,ホテルのチェックイン 

文法: 前置詞(di,a,da,in,su);序数; possibile の用法,不定

詞;piacere,amare の用法;不規則動詞の近過去;時の副詞 

Textbook Opera Prima vol.2 Unità 2

8.会話:好みやバカンスについて話す,ホテルのチェックイン 

文法: 前置詞(di,a,da,in,su);序数; possibile の用法,不定

詞;piacere,amare の用法;不規則動詞の近過去;時の副詞 

Textbook Opera Prima vol.2 Unità 2

9.会話:好みやバカンスについて話す,ホテルのチェックイン 

文法: 前置詞(di,a,da,in,su);序数; possibile の用法,不定

詞;piacere,amare の用法;不規則動詞の近過去;時の副詞 

Textbook Opera Prima vol.2 Unità 2

10.会話:好みやバカンスについて話す,ホテルのチェックイ

ン 

文法: 前置詞(di,a,da,in,su);序数; possibile の用法,不定

詞;piacere,amare の用法;不規則動詞の近過去;時の副詞 

Textbook Opera Prima vol.2 Unità 2

11.会話：道をたずねる、場所や人物を描写する、お願いを

する 

文法：動詞 dovere, sapere、sapere se…の用法、dispiacersi

の用法、疑問副詞 quando, quale、molto（副詞・形容詞）、

mi scusi の用法、直接補語人称代名詞、再帰動詞の近過

去 

Textbook Opera Prima vol.2 Unità 3

12.会話：道をたずねる、場所や人物を描写する、お願いを

する 

文法：動詞 dovere, sapere、sapere se…の用法、dispiacersi

の用法、疑問副詞 quando, quale、molto（副詞・形容詞）、

mi scusi の用法、直接補語人称代名詞、再帰動詞の近過

去 

13.会話：道をたずねる、場所や人物を描写する、お願いを

する 

文法：動詞 dovere, sapere、sapere se…の用法、dispiacersi

の用法、疑問副詞 quando, quale、molto（副詞・形容詞）、

mi scusi の用法、直接補語人称代名詞、再帰動詞の近過

去 

14.学習内容の確認 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.会話：自分自身の関心について話す、何をしているかた

ずねる、自由時間について話す 

文法：間接補語代名詞、ジェルンディオ、再帰動詞（お互

いに～する） 

2.会話：自分自身の関心について話す、何をしているかた

ずねる、自由時間について話す 

文法：間接補語代名詞、ジェルンディオ、再帰動詞（お互

いに～する） 

3.会話：自分自身の関心について話す、何をしているかた

ずねる、自由時間について話す 

文法：間接補語代名詞、ジェルンディオ、再帰動詞（お互

いに～する） 

4.会話：自分自身の関心について話す、何をしているかた

ずねる、自由時間について話す 

文法：間接補語代名詞、ジェルンディオ、再帰動詞（お互

いに～する） 

5.会話：自分自身の関心について話す、何をしているかた

ずねる、自由時間について話す 

文法：間接補語代名詞、ジェルンディオ、再帰動詞（お互

いに～する） 

6.会話：SMS で約束をする、アドバイスをする、ある人物を

描写する 

文法：直接補語人称代名詞、essere と volere の半過去、副

詞 troppo 

7.会話：SMS で約束をする、アドバイスをする、ある人物を

描写する 

文法：直接補語人称代名詞、essere と volere の半過去、副

詞 troppo 

8.会話：SMS で約束をする、アドバイスをする、ある人物を

描写する 

文法：直接補語人称代名詞、essere と volere の半過去、副

詞 troppo 

9.会話：SMS で約束をする、アドバイスをする、ある人物を

描写する 

文法：直接補語人称代名詞、essere と volere の半過去、副

詞 troppo 

10.会話：SMS で約束をする、アドバイスをする、ある人物を

描写する 
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文法：直接補語人称代名詞、essere と volere の半過去、副

詞 troppo 

11.会話：伝記を理解する、オペラ界の有名人について話

す、人やものを描写する、選択をうながす、お祝いを言う、

好みを表現する 

文法：形容詞：色、指示形容詞、指小辞 –ino など 

12.会話：伝記を理解する、オペラ界の有名人について話

す、人やものを描写する、選択をうながす、お祝いを言う、

好みを表現する 

文法：形容詞：色、指示形容詞、指小辞 –ino など 

13.会話：伝記を理解する、オペラ界の有名人について話

す、人やものを描写する、選択をうながす、お祝いを言う、

好みを表現する 

文法：形容詞：色、指示形容詞、指小辞 –ino など 

14.学習内容の確認 

【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

特に定めないが、事前に連絡すること 

【教材】 

Opera Prima vol.2. Libro dello studente ed esercizi. Autori: Maggia,Miscio,Quaglieri; Livello elementare(A1) Casa editrice 

Asahi 

テキストはコピーして配布するが、自分で購入してもよい。自分で購入できない場合は担当教師に申し出ること。 

396 ｲﾀﾘｱ語 3 

担当教員 鮎澤 由香理 講師 曜日時限 木 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

【授業の概要】 

イタリアへの留学、もしくはコミュニケーションを視野にいれた学生を主な対象とし、実際のレッスンや音楽院の授業で使われる

最低限の音楽用語、楽典用語をイタリア語で習得することを目的とします。 

【到達目標】 

問題文を通して実践的な音楽用語、楽典用語をイタリア語で習得し、読解力を深める事、また、初級程度の文法（現在形、過

去形）を身につける事を目標とします。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特別な要件はありませんが、イタリア語１の既習者あるいは初級文法（直説法）の能力を有していることが望ましいですが、必

要に応じて、文法の説明はしていきます。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義  非同時型（オンデマンド動画） 

資料は基本的に PDF ファイルにて毎回の授業で配布します。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○ ○
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【成績評価の要点②】 

授業回数の３分の１以上の欠席がある場合は、原則として失格とします。 

毎回、簡単な課題を出しますので、それを出席、授業への取組の評価とします。 

【授業展開と内容-前期】 

1.講座の紹介。音部記号①（各回の進度は予定です／随

時更新） 

Google Classroom で配信します。資料は配信にあわせて

添付予定ですので、各自で印刷して下さい。 

2.音部記号② 

3.音価 

4.半音、全音、音程① 

5.半音、全音、音程② 

6.臨時記号、半音の概念① 

7.臨時記号、半音の概念② 

8.長調と短調① 

9.長調と短調② 

10.長調と短調③ 

11.調性① 

12.調性② 

13.移調 

14.前期の授業のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で出された課題に取り組み、授業内容の十分な復習をおこなってください。(目安３０－６０分) 

授業に関する質問事項などがあれば、内容を簡潔にまとめた上で、教員へ問い合わせてください。 

【授業展開と内容-後期】 

1.付点（各回の進度は予定です／随時更新） 

Google Classroom で配信します。資料は配信にあわせて

添付予定ですので、各自で印刷して下さい。 

2.テンポ、拍子、アクセント 

3.単純拍子と複合拍子① 

4.単純拍子と複合拍子② 

5.3 連音符と 6 連音符 

6.同音、半音階、倍音 

7.和音① 

8.和音② 

9.和音③ 

10.派生音を含む音程① 

11.派生音を含む音程② 

12.派生音を含む音程③ 

13.アーティキュレーション（タイ、スラー） 

14.後期の授業のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で出された課題に取り組み、授業内容の十分な復習をおこなってください。(目安３０－６０分) 

授業に関する質問事項などがあれば、内容を簡潔にまとめた上で、教員へ問い合わせてください。 

【オフィスアワー】 

教員に直接メールで連絡してください。連絡先：aizawa.yukari@g.tohomusic.ac.jp 

【教材】 

PDF にて配布した資料を各自で印刷して使用して下さい。 

辞書：『伊和中辞典』（小学館）／『ポケットプログレッシブ伊和・和伊辞典』（小学館）／『プリーモ伊和辞典』（白水社） 

参考書：Antonio Sinisi 著《Domande, risposte e spiegazioni di teoria musicale 843》(Accord for Music) 

【その他】 

課題に対するフィードバックは次週授業時に行います。 
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