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301 日本語表現 1 

担当教員 吉田 遼人 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】 

日本語を使って誰かに何かを伝えようとする場合、目的や状況に応じた表現の形式に「ことば」を載せる必要がある。本授業

では、語彙や文法などを学ぶことからはじめ、わかりやすく的確に伝えるという意識のもとにさまざまな文章の作成を試みる。そ

れらの取り組みをとおして、日本語を適切に活用できる技術を身につけてゆきたい。 

【到達目標】 

日本語による基礎的な表現能力を養うこと、そして、言葉そのものに対する感性を高めることを目標とする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

1 年生必修 

【授業の形式】 

講義と実習を中心とする。 

【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 

 ○ ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席点（60％）と授業で扱った課題の結果など（40％）とで評価する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.自己紹介文の準備 

2.自己紹介文の発表 

3.同音異義語・同訓異義語 

4.四字熟語 

5.慣用表現・ことわざ・故事成語 

6.文の構造（１）主語と述語 

7.文の構造（２）修飾語と被修飾語 

8.文の構造（３）読点・接続詞・副詞 

9.文の構造（４）助詞 

10.作文のルール、書式 

11.要約文を書く（１）新聞記事 

12.要約文を書く（２）雑誌記事 

13.紹介文を書く（１）小説・詩 

14.紹介文を書く（２）音楽 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で解説を聞いたあと、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、あらかじめ読んでおく

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.文学の表現（１）小説の読解 

2.文学の表現（２）詩の読解 

3.レポートの構成 

4.レポートの体裁・書式 

5.グループディスカッション（１） 

6.グループディスカッション（２） 

7.敬語表現（１） 

8.敬語表現（２） 

9.書簡文（１）手紙の作法 

10.書簡文（２）Ｅメールの作法 

11.履歴書の書き方 

12.エントリーシートの書き方 

13.作文を書く（１） 

14.作文を書く（２）＊なお、年間に 2 回程度、キャリア支援と
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の連携授業を予定している。 

【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で解説を聞いたあと、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、あらかじめ読んでおく

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】 

水曜日、調布教員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次週授業の最初に行ないます。 

 

302 日本語表現 2 

担当教員 吉田 遼人 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】 

日本語を使って誰かに何かを伝えようとする場合、目的や状況に応じた表現の形式に「ことば」を載せる必要がある。本授業

では、文章を書く上での基本を確認することからはじめ、その後に実践へと移る。書簡文の作法や履歴書の書き方など、実生

活に欠かせない知識についても習得しながら、日本語を適切に活用できる技術を身につけてゆきたい。 

【到達目標】 

日本語による基礎的な表現能力を養うこと、そして、言葉そのものに対する感性を高めることを目標とする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

1 年生必修 

【授業の形式】 

講義と実習を中心とする。 

【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 

 ○ ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席点（60％）と授業で扱った課題の結果など（40％）とで評価する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.自分を伝える準備 

2.自分を伝える 

3.同音異義語・同訓異義語 

4.四字熟語 

5.慣用表現・ことわざ・故事成語 

6.文の基本（１）主語と述語 

7.文の基本（２）修飾語と被修飾語 

8.文の基本（３）読点・接続詞・副詞 

9.文の基本（４）助詞 

10.作文のルール、書式 

11.要約の試み（１）新聞記事 

12.要約の試み（２）雑誌記事 

13.ブックレビュー 

14.エッセイ 
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【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で解説を聞いたあと、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、あらかじめ読んでおく

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.文学のことば（１）小説の分析 

2.文学のことば（２）詩の分析 

3.レポートの型（１）構成について 

4.レポートの型（２）体裁・書式について 

5.グループディスカッション（１） 

6.グループディスカッション（２） 

7.敬語の用法（１） 

8.敬語の用法（２） 

9.書簡文（１）手紙の作法 

10.書簡文（２）Ｅメールの作法 

11.履歴書の書き方 

12.エントリーシートの書き方 

13.作文を書く（１） 

14.作文を書く（２）＊なお、年間に２回程度、キャリア支援と

の連携授業を予定している。 

【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で解説を聞いたあと、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、あらかじめ読んでおく

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】 

木曜日、調布教員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次週授業の最初に行ないます。 

 

303 日本語表現 3 

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】 

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。 
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の連携授業を予定している。 

【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で解説を聞いたあと、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、あらかじめ読んでおく

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】 

水曜日、調布教員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次週授業の最初に行ないます。 

 

302 日本語表現 2 

担当教員 吉田 遼人 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】 

日本語を使って誰かに何かを伝えようとする場合、目的や状況に応じた表現の形式に「ことば」を載せる必要がある。本授業

では、文章を書く上での基本を確認することからはじめ、その後に実践へと移る。書簡文の作法や履歴書の書き方など、実生

活に欠かせない知識についても習得しながら、日本語を適切に活用できる技術を身につけてゆきたい。 

【到達目標】 

日本語による基礎的な表現能力を養うこと、そして、言葉そのものに対する感性を高めることを目標とする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

1 年生必修 

【授業の形式】 

講義と実習を中心とする。 

【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 

 ○ ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席点（60％）と授業で扱った課題の結果など（40％）とで評価する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.自分を伝える準備 

2.自分を伝える 

3.同音異義語・同訓異義語 

4.四字熟語 

5.慣用表現・ことわざ・故事成語 

6.文の基本（１）主語と述語 

7.文の基本（２）修飾語と被修飾語 

8.文の基本（３）読点・接続詞・副詞 

9.文の基本（４）助詞 

10.作文のルール、書式 

11.要約の試み（１）新聞記事 

12.要約の試み（２）雑誌記事 

13.ブックレビュー 

14.エッセイ 
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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.自分をどのように伝えるか 

2.文章を書く上での基本ルール 

3.読み手を意識した文章構成 

4.作家の文章論に学ぶ 

5.新聞記事の読解と縮約（１） 

6.新聞記事の読解と縮約（２）  

7.新書の読解と要約（１） 知の世界との対話  

8.新書の読解と要約（２） 文章の批判的読解 

9.小説・エッセイの読解と要約（１） 

10.小説・エッセイの読解と要約（２） 

11.テーマ作文（１）社会問題（格差社会・少子高齢化・地球

温暖化など） 

12.テーマ作文（２）抽象テーマ（緑・水・夢など） 

13.作曲家の紹介文を書く 

14.前期学習内容の総まとめ 

【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.コミュニケーションとは 

2.コミュニケーション（１） 話し方とキャラクター 

3.コミュニケーション（２） 褒めること・褒められること 

4.コミュニケーション（３） 上手な意見の伝え方 

5.コミュニケーション（４） 異なる意見を調整する 

6.プレゼンテーションの方法を学ぶ 

7.コンサートの企画・プログラムを考える 

8.音楽家として HP や SNS をどう活用するか 

9.音楽家としてのマナー（１） 手紙の書き方 

10.音楽家としてのマナー（２） 電子メールの書き方 

11.桐朋の学びとキャリアデザイン 

12.エントリーシートの書き方（１） 

13.エントリーシートの書き方（２） 

14.後期学習内容の総まとめ 

【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】 

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。 
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304 日本語表現 4 

担当教員 富澤 萌未 講師 曜日時限 金 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読解し、表現の工夫点を探る。また、実際に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】 

・さまざまな文章を読解・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。 

・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】 

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。 

・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：自己紹介の準備 

2.自己紹介 

3.文章表現の基本：校正に挑戦！！ 

4.実用文を読む：取扱説明書・レシピなど 

5.実用文を書く：楽器の演奏方法を説明する 

6.表現の工夫①辞書の使い方・表記方法・言葉遊び 

7.表現の工夫②擬態語・擬音語・比喩表現・倒置法 

8.表現の工夫③小説を読む 

9.表現の工夫④翻訳文を読む 

10.表現の工夫⑤広告文を読む 

11.表現の工夫⑥題材を探し、その文章の表現の工夫点を

説明する 

12.文学作品における「音」の表現 

13.図鑑・マンガにおける「音」の表現 

14.さまざまなジャンルの文章から「音」の表現を収集・分析

し、発表する 

 

 

【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.グループディスカッション 

2.文章の構成①要約文を作成する 

3.文章の構成②テーマを決め、情報を収集する 

4.文章の構成③アウトラインを作成する 
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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.自分をどのように伝えるか 

2.文章を書く上での基本ルール 

3.読み手を意識した文章構成 

4.作家の文章論に学ぶ 

5.新聞記事の読解と縮約（１） 

6.新聞記事の読解と縮約（２）  

7.新書の読解と要約（１） 知の世界との対話  

8.新書の読解と要約（２） 文章の批判的読解 

9.小説・エッセイの読解と要約（１） 

10.小説・エッセイの読解と要約（２） 

11.テーマ作文（１）社会問題（格差社会・少子高齢化・地球

温暖化など） 

12.テーマ作文（２）抽象テーマ（緑・水・夢など） 

13.作曲家の紹介文を書く 

14.前期学習内容の総まとめ 

【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.コミュニケーションとは 

2.コミュニケーション（１） 話し方とキャラクター 

3.コミュニケーション（２） 褒めること・褒められること 

4.コミュニケーション（３） 上手な意見の伝え方 

5.コミュニケーション（４） 異なる意見を調整する 

6.プレゼンテーションの方法を学ぶ 

7.コンサートの企画・プログラムを考える 

8.音楽家として HP や SNS をどう活用するか 

9.音楽家としてのマナー（１） 手紙の書き方 

10.音楽家としてのマナー（２） 電子メールの書き方 

11.桐朋の学びとキャリアデザイン 

12.エントリーシートの書き方（１） 

13.エントリーシートの書き方（２） 

14.後期学習内容の総まとめ 

【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】 

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。 
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5.文章の構成④プレゼンテーションの方法 

6.文章の構成⑤レポートの書き方と体裁・ミニレポートを作

成する 

7.敬語の使い方① 

8.敬語の使い方② 

9.手紙の様式・内容とその出し方 

10.メールの書き方 

11.履歴書・エントリーシートの書き方①自己分析の重要性 

12.履歴書・エントリーシートの書き方②自分の性格・行動・

能力・興味分野・価値観を知る 

13.履歴書・エントリーシートの書き方③面接でよく聞かれる

質問に答える 

14.履歴書・エントリーシートの書き方④自己推薦文を作成

する 

【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】 

金曜日  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次週授業の最初に行います。 

 

305 日本語表現 5 

担当教員 富澤 萌未 講師 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】 

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読解し、表現の工夫点を探る。また、実際に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】 

・さまざまな文章を読解・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。 

・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】 

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。 
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・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：自己紹介の準備 

2.自己紹介 

3.文章表現の基本：校正に挑戦！！ 

4.実用文を読む：取扱説明書・レシピなど 

5.実用文を書く：楽器の演奏方法を説明する 

6.表現の工夫①辞書の使い方・表記方法・言葉遊び 

7.表現の工夫②擬態語・擬音語・比喩表現・倒置法 

8.表現の工夫③小説を読む 

9.表現の工夫④翻訳文を読む 

10.表現の工夫⑤広告文を読む 

11.表現の工夫⑥題材を探し、その文章の表現の工夫点を

説明する 

12.文学作品における「音」の表現 

13.図鑑・マンガにおける「音」の表現 

14.さまざまなジャンルの文章から「音」の表現を収集・分析

し、発表する 

 

 

【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.グループディスカッション 

2.文章の構成①要約文を作成する 

3.文章の構成②テーマを決め、情報を収集する 

4.文章の構成③アウトラインを作成する 

5.文章の構成④プレゼンテーションの方法 

6.文章の構成⑤レポートの書き方と体裁・ミニレポートを作

成する 

7.敬語の使い方① 

8.敬語の使い方② 

9.手紙の様式・内容とその出し方 

10.メールの書き方 

11.履歴書・エントリーシートの書き方①自己分析の重要性 

12.履歴書・エントリーシートの書き方②自分の性格・行動・

能力・興味分野・価値観を知る 

13.履歴書・エントリーシートの書き方③面接でよく聞かれる

質問に答える 

14.履歴書・エントリーシートの書き方④自己推薦文を作成

する 

【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】 

金曜日  調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【テキスト】 

【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。 
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5.文章の構成④プレゼンテーションの方法 

6.文章の構成⑤レポートの書き方と体裁・ミニレポートを作

成する 

7.敬語の使い方① 

8.敬語の使い方② 

9.手紙の様式・内容とその出し方 

10.メールの書き方 

11.履歴書・エントリーシートの書き方①自己分析の重要性 

12.履歴書・エントリーシートの書き方②自分の性格・行動・

能力・興味分野・価値観を知る 

13.履歴書・エントリーシートの書き方③面接でよく聞かれる

質問に答える 

14.履歴書・エントリーシートの書き方④自己推薦文を作成

する 

【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】 

金曜日  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次週授業の最初に行います。 

 

305 日本語表現 5 

担当教員 富澤 萌未 講師 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】 

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読解し、表現の工夫点を探る。また、実際に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】 

・さまざまな文章を読解・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。 

・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】 

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。 

7



 8 

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】 

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.INTRODUCTION 

2.現在時制 １ 

3.現在時制 2 

4.過去時制 １ 

5.過去時制 2 

6.未来時制 １ 

7.未来時制 2 

8.進行形 １ 

9.進行形 2 

10.助動詞 １ 

11.助動詞 2 

12.基本３時制のまとめ １ 

13.基本３時制のまとめ 2 

14.前期まとめ （復習、後期の学習内容に向けて） 

【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.現在完了形 １ 

2.現在完了形 ２ 

3.現在完了形 ３ 

4.動名詞 

5.不定詞 １ 

6.不定詞 ２ 

7.不定詞 ３ 

8.受動態 １ 

9.受動態 ２ 

10.修飾語 １ 

11.修飾語 ２ 

12.関係代名詞 １ 

13.関係代名詞 ２ 

14.後期まとめ （復習、次年度の学習に向けて） 
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【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。（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。（ターゲット１４００から）＊12-WS は、

単語テストなし。 

＊授業の進度については、一応の目安を立ててはいますが、クラスの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。 

【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。 

【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】 

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】 

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 
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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】 

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.INTRODUCTION 

2.現在時制 １ 

3.現在時制 2 

4.過去時制 １ 

5.過去時制 2 

6.未来時制 １ 

7.未来時制 2 

8.進行形 １ 

9.進行形 2 

10.助動詞 １ 

11.助動詞 2 

12.基本３時制のまとめ １ 

13.基本３時制のまとめ 2 

14.前期まとめ （復習、後期の学習内容に向けて） 

【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.現在完了形 １ 

2.現在完了形 ２ 

3.現在完了形 ３ 

4.動名詞 

5.不定詞 １ 

6.不定詞 ２ 

7.不定詞 ３ 

8.受動態 １ 

9.受動態 ２ 

10.修飾語 １ 

11.修飾語 ２ 

12.関係代名詞 １ 

13.関係代名詞 ２ 

14.後期まとめ （復習、次年度の学習に向けて） 
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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（復習） 

【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（復習） 

【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、授業担当者の支持による。 

【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～ 

 

【授業の概要】 

文法事項の確認に十分な注意を払いながら、イギリスの劇作家・ウィリアム=シェイクスピア(1564-1616)について、主に英語教材

を通して勉強する。シェイクスピアの劇作には後年、多くの作曲家がインスピレーションを受け、曲が生み出されている。そのよう

な曲や、欧米文化への理解を深める為に、シェイクスピアについての知識を持つことは、大変に意義があることと思われる。 

【到達目標】 

1 文法に関する知識を深め、英語運用能力を養う。 

2 ある程度専門的な事柄が書かれている英文を、読解出来る力を養う。 

3 教養を身につける。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

履修に必要な予備知識や技能は、特にない。 
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【授業の形式】 

講義形式を中心にする。必要に応じて、発表もして頂く。発表は、劇の一部を実際に演じて頂く、あるいは有名な台詞の暗誦

が中心となる。DVD の視聴も行う。 

【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.Who was Shakespeare?  ウィリアム・シェイクスピアについて。 

ガイダンス :  生涯と活躍した時代について。 

2.Shakespeare through the ages     

シェイクスピア没後より現代まで、シェイクスピア劇はどのよ

うに上演されてきたか。 

3.Shakespeare's plays     シェイクスピアの劇作について。 

1600 年までの劇作を中心に。 

4.Shakespeare's plays     シェイクスピアの劇作について。 

1600 年以降引退(1614 頃）までの劇作を中心に。 

5.Acting and directing style     上演と演出法 

劇の解釈について。 

6.Acting and directing style     上演と演出法 

劇の解釈について。実例『ヴェニスの商人』 

7.Acting and directing style     上演と演出法 

劇の解釈について。実例『ヴェニスの商人』 

8.Shakespeare as inspiration インスピレーションとしてのシ

ェイクスピア 1 

シェイクスピアの劇作が後年、影響を与えた映画、ミュージ

カル、音楽などについて。 

9.Shakespeare as inspiration インスピレーションとしてのシ

ェイクスピア ２ 

シェイクスピアの劇作が後年、影響を与えた映画、ミュージ

カル、音楽などについて。 

10.Shakespeare as inspiration インスピレーションとしてのシ

ェイクスピア  ３ 

実例 1『ロミオとジュリエット』とミュージカル『ウエストサイド

物語』 

 

11.『ロミオとジュリエット』 

12.『ロミオとジュリエット』 

13.『ウエストサイド物語』 

14.『ウエストサイド物語』 

【事前・事後学習-前期】 

準備学習のための資料は都度、配布する。資料、特に単語解説に目を通してもらいたい。30 分割いて頂ければ、十分と思う。 

【授業展開と内容-後期】 

1.Shakespeare as inspiration インスピレーションとしてのシ

ェイクスピア ４ 

実例 2『ロミオとジュリエット』とバレエ『ロミオとジュリエット』

（プロコフィエフ） 

 

2.Shakespeare as inspiration インスピレーションとしてのシ

ェイクスピア ５ 

実例 3『オセロ』とオペラ『オテロ』（ヴェルディ） 

3.『オセロ』 

4.『オセロ』 

5.『オテロ』 

6.『オテロ』 

7.Shakespeare for all seasons   すべての季節のシェイクス

ピア：生活、文化に根付いたシェイクスピア 

『英国王のスピーチ』をもとに １ 

8.Shakespeare for all seasons   すべての季節のシェイクス

ピア 

『英国王のスピーチ』をもとに ２ 

9.Shakespeare for all seasons   すべての季節のシェイクス

ピア 

『英国王のスピーチ』をもとに ３ 

10.Shakespeare for all seasons   すべての季節のシェイク

スピア 

『英国王のスピーチ』をもとに ４ 

11.ベルリオーズとシェイクスピア 

12.ワグナーとシェイクスピア 

13.まとめ 

14.まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

配布された準備学習のための資料に目を通してもらいたい。30 分割いてもらえたら十分と思う。 
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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（復習） 

【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（復習） 

【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、授業担当者の支持による。 

【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～ 

 

【授業の概要】 

文法事項の確認に十分な注意を払いながら、イギリスの劇作家・ウィリアム=シェイクスピア(1564-1616)について、主に英語教材

を通して勉強する。シェイクスピアの劇作には後年、多くの作曲家がインスピレーションを受け、曲が生み出されている。そのよう

な曲や、欧米文化への理解を深める為に、シェイクスピアについての知識を持つことは、大変に意義があることと思われる。 

【到達目標】 

1 文法に関する知識を深め、英語運用能力を養う。 

2 ある程度専門的な事柄が書かれている英文を、読解出来る力を養う。 

3 教養を身につける。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

履修に必要な予備知識や技能は、特にない。 
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【オフィスアワー】 

水曜日 3 限前後 

【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う。 

 

324 英語 15-R 

担当教員 礒西 翔子 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】 

1 年を通してミュージカル映画 My Fair Lady を扱います。映画の簡易小説版を中心に、内容把握、英文解釈そして文法事

項の確認を行います。補足として映画を視聴しながら、日常表現の習得や発音練習にも取り組みます。さらに、作品の背景に

ついての調べ学習、受講者同士のディスカッションを行い、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】 

英文の構造及び文法を正しく理解して読解する力をつけること、日常的な表現や発音を学び実践的な知識として身に着ける

ことが目標です。また、一つの作品を味わう楽しさを知り、今後も様々な洋書や洋画に挑戦していく自信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】 

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.ガイダンス 

2.簡易小説版 My Fair Lady  Introduction 

3.Chapter 1  

4.Chapter 1  

5.映画のスクリプト① 

6.Chapter 2  

7.映画のスクリプト② 

8.Chapter 3 

9.Chapter 3 

10.映画のスクリプト③ 

11.Chapter 4 

12.Chapter 4 

13.映画のスクリプト④ 

14.前期学習のまとめ 

【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.Chapter 5 

3.Chapter 5 

4.映画のスクリプト⑤ 
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5.Chapter 6 

6.Chapter 6 

7.映画のスクリプト⑥ 

8.Chapter 7 

9.映画のスクリプト⑦ 

10.Chapter 8 

11.映画のスクリプト⑧ 

12.Chapter 9 

13.映画のスクリプト⑨ 

14.後期学習のまとめ 

【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】 

月曜日 水曜日 調布教員室にて授業前後 

【教材】 

プリントを配布します。 

 

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】 

students will improve their English communication skills (speaking, listening, reading, and writing) through practice and 

interaction with their peers.  

【到達目標】 

To develop English communication skills for real-life situations. 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

Students should have an understanding of basic English grammar and vocabulary. 

【授業の形式】 

Classes will include grammar and vocabulary exercises to be done individually and in small groups. Students will do small 

projects and presentations using English.  

【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 and Communication Techniques 

2.Talking about Yourself 

3.Shopping and Numbers 

4.Talking about Your Family 

5.Frequency and Ability 

6.Talking about the Past 

7.Review 

8.Group Discussion 

9.Talking about Your Neighborhood 

10.Using the Present Perfect Tense 

11.Giving Advice 

12.Using Conditionals 

13.Giving a Presentation 

14.Review 
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【オフィスアワー】 

水曜日 3 限前後 

【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う。 

 

324 英語 15-R 

担当教員 礒西 翔子 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】 

1 年を通してミュージカル映画 My Fair Lady を扱います。映画の簡易小説版を中心に、内容把握、英文解釈そして文法事

項の確認を行います。補足として映画を視聴しながら、日常表現の習得や発音練習にも取り組みます。さらに、作品の背景に

ついての調べ学習、受講者同士のディスカッションを行い、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】 

英文の構造及び文法を正しく理解して読解する力をつけること、日常的な表現や発音を学び実践的な知識として身に着ける

ことが目標です。また、一つの作品を味わう楽しさを知り、今後も様々な洋書や洋画に挑戦していく自信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】 

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.ガイダンス 

2.簡易小説版 My Fair Lady  Introduction 

3.Chapter 1  

4.Chapter 1  

5.映画のスクリプト① 

6.Chapter 2  

7.映画のスクリプト② 

8.Chapter 3 

9.Chapter 3 

10.映画のスクリプト③ 

11.Chapter 4 

12.Chapter 4 

13.映画のスクリプト④ 

14.前期学習のまとめ 

【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.Chapter 5 

3.Chapter 5 

4.映画のスクリプト⑤ 
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【事前・事後学習-前期】 

Students should spend 30 minutes to 1 hour a week to complete short homework assignments. This may include reviewing 

class work and preparing for future tasks. 

【授業展開と内容-後期】 

1.Introduction 

2.Comparatives and Superlatives 

3.Talking about Changes 

4.Adjectives and Prepositions 

5.Talking about Plans, Hopes, and Dreams 

6.Telephone Conversations 

7.Group Discussion 

8.Phrasal Verbs 

9.Giving Opinions 

10.Writing a Letter 

11.Giving a Presentation 1 

12.Giving a Presentation 2 

13.Test 

14.Review  

【事前・事後学習-後期】 

To prepare for classes students should spend approximately 30 minutes reviewing the previous class 

【オフィスアワー】 

Monday lunchtime in the teachers room in Chofu campus 

 

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】 

Students will improve their English communication skills (speaking, listening, reading, and writing) through practice and 

interaction with their peers.  

【到達目標】 

Students should improve their ability to use English in a variety of real-life situations. Students should be able to express 

themselves clearly using English. 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

Students should have knowledge of basic to intermediate English grammar and vocabulary. 

【授業の形式】 

Classes will involve completing tasks in English both individually and in small groups. Occasionally audio and visual technology 

will be used. 

【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 yourself 

3.talking about family 1 

4.talking about family 2 

5.talking about school 

6.talking about ability 

14
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7.talking about the past 1 

8.talking about the past 2 

9.talking about the future 

10.talking about your neighbourhood 

11.project 

12.project 

13.project 

14.review 

【事前・事後学習-前期】 

Students should spend 30-60 minutes a week preparing for class or completing homework assignments. 

【授業展開と内容-後期】 

1.talking about vacations 

2.giving advice 

3.talking about health 

4.talking on the telephone 

5.comparing 

6.talking about music 1 

7.talking about music 2 

8.using conditionals 

9.making a presentation 1 

10.making a presentation 2 

11.project 

12.project 

13.project 

14.review 

【事前・事後学習-後期】 

Students should spend 30-60 minutes a week preparing for class or completing homework assignments. 

【オフィスアワー】 

Monday lunchtime at Chofu campus in the teachers room 

 

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～ 

 

【授業の概要】 

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。 

【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
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【事前・事後学習-前期】 

Students should spend 30 minutes to 1 hour a week to complete short homework assignments. This may include reviewing 

class work and preparing for future tasks. 

【授業展開と内容-後期】 

1.Introduction 

2.Comparatives and Superlatives 

3.Talking about Changes 

4.Adjectives and Prepositions 

5.Talking about Plans, Hopes, and Dreams 

6.Telephone Conversations 

7.Group Discussion 

8.Phrasal Verbs 

9.Giving Opinions 

10.Writing a Letter 

11.Giving a Presentation 1 

12.Giving a Presentation 2 

13.Test 

14.Review  

【事前・事後学習-後期】 

To prepare for classes students should spend approximately 30 minutes reviewing the previous class 

【オフィスアワー】 

Monday lunchtime in the teachers room in Chofu campus 

 

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】 

Students will improve their English communication skills (speaking, listening, reading, and writing) through practice and 

interaction with their peers.  

【到達目標】 

Students should improve their ability to use English in a variety of real-life situations. Students should be able to express 

themselves clearly using English. 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

Students should have knowledge of basic to intermediate English grammar and vocabulary. 

【授業の形式】 

Classes will involve completing tasks in English both individually and in small groups. Occasionally audio and visual technology 

will be used. 

【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 yourself 

3.talking about family 1 

4.talking about family 2 

5.talking about school 

6.talking about ability 

15
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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】 

毎回、最初に英語のスピーチ（動画）を見て、その後、リーディング→ライティング→スピーキングに繋がる活動を行います。ケ

ータイのアプリでも構わないので、辞書を持参してください。電子辞書があるとなおよいでしょう。 

【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.このシラバスを記入している時点で、前期の内容は大体

確定していますが、後期は未定で、仮の予定を記入します。 

75%近くは前年と同じトピックを扱う予定で、 

できる限り新しいトピックも入れたいと思います。新しいトピ

ックには★をつけました。 

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「マシュマロチャレンジ」 

①英語で要約を書く ②マシュマロの塔を建ててみよう 

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 
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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？ 

【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】 

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。 

【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】 

この授業ではもう一つの授業(英語 18RS)と同等の内容を扱いますが、学生のモチベーション等に応じて発展的な内容を混ぜ

たいと思います。「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。 

【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ければならない時もあるでしょう。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。 
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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】 

毎回、最初に英語のスピーチ（動画）を見て、その後、リーディング→ライティング→スピーキングに繋がる活動を行います。ケ

ータイのアプリでも構わないので、辞書を持参してください。電子辞書があるとなおよいでしょう。 

【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.このシラバスを記入している時点で、前期の内容は大体

確定していますが、後期は未定で、仮の予定を記入します。 

75%近くは前年と同じトピックを扱う予定で、 

できる限り新しいトピックも入れたいと思います。新しいトピ

ックには★をつけました。 

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「マシュマロチャレンジ」 

①英語で要約を書く ②マシュマロの塔を建ててみよう 

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 

17



 18

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（半分以上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】 

毎回、最初に英語のスピーチ（動画）を見て、その後、リーディング→ライティング→スピーキングに繋がる活動を行います。ケ

ータイのアプリでも構わないので、辞書を持参してください。電子辞書やアプリがあるとなおよいでしょう。 

【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.このシラバスを記入している時点で前期の内容は大体確

定していますが、後期は未定のところもあり、仮の予定を記

入します。75%ほどは昨年と同じトピックを扱いできる限り新

しいトピックも混ぜたいと考えています。 

新しいトピックには★をつけました。 

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「マシュマロチャレンジ」 

①英語で要約を書く ②マシュマロの塔を建ててみよう 

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 過去と未来で未来を選べ

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作曲は模倣にすぎない？ 

9.Lesson 8「スリで人間の生体を暴く」 

①英語を正しく読む ②そもそも私達は自分の事さえよくわ

かっていない 

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？」  
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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「音楽家の未来: AI 時代の音楽家の役割っ

て？」 

①読むのは簡単、でも英語で言える？ ②どれだけの時間

を画面の前で過ごしているのだろう 

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？ 

【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】 

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。 

【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翌週の授業の最初に行います。 

 

329 英語 20-LR 

担当教員 矢向 寛子 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 を教材として用い、実用的な英語力を身に付けながら、現在世界で話題となってい

る社会問題を知り、それについて自ら考え意見を述べる力を付けることを目的とします。語彙の確認、ニュース映像の視聴、デ

ィクテーション、内容確認の後、ニューススクリプトの音読練習とシャドーウィングを徹底的に行いリスニング力の強化を図ります。

また、ニューススクリプトをチャンク（意味のまとまり）ごとに、和訳・英訳する練習を毎回行い、英語の語順のまま効率よく内容を

理解する習慣を身に付けます。 

【到達目標】 

・英語で伝えられるニュースを視聴し内容を理解できるようになる。 

・世界の社会問題について考え、自らの意見を英語で述べることができるようになる。 

・日本語に訳すことなく英語の語順のまま理解して英文を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） 
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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（半分以上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】 

毎回、最初に英語のスピーチ（動画）を見て、その後、リーディング→ライティング→スピーキングに繋がる活動を行います。ケ

ータイのアプリでも構わないので、辞書を持参してください。電子辞書やアプリがあるとなおよいでしょう。 

【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.このシラバスを記入している時点で前期の内容は大体確

定していますが、後期は未定のところもあり、仮の予定を記

入します。75%ほどは昨年と同じトピックを扱いできる限り新

しいトピックも混ぜたいと考えています。 

新しいトピックには★をつけました。 

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「マシュマロチャレンジ」 

①英語で要約を書く ②マシュマロの塔を建ててみよう 

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 過去と未来で未来を選べ

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作曲は模倣にすぎない？ 

9.Lesson 8「スリで人間の生体を暴く」 

①英語を正しく読む ②そもそも私達は自分の事さえよくわ

かっていない 

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？」  
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【授業の形式】 

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・授業内での活動等、平常点を重視する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 

2.Unit 2 No Phones in French Schools (1)  

3.Unit 2 No Phones in French Schools (2)  

4.Unit 3 Food on Instagram (1)  

5.Unit 3 Food on Instagram (2)  

6.Unit 5 Knocker-Uppers (1) 

7.Unit 5 Knocker-Uppers (2) 

8.TOEIC 演習（1） 

9.Unit 6 Hungarian Cake (1) 

10.Unit 6 Hungarian Cake (2) 

11.Unit 8 Teaching English as a Second Language (1)   

12.Unit 8 Teaching English as a Second Language (2)   

13.TOEIC 演習（2） 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

・教科書の指定された Exercise を解いておく。（目安 60 分） 

・ニューススクリプトをチャンク（意味のまとまり）ごとに区切ったプリントの対訳を完成させる。（目安 60 分） 

・音声再生アプリをダウンロードし、各 Unit のニュースの音声を聞き、復習する。（目安 30 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.映画リスニング（１） 

2.映画リスニング（２） 

3.Unit 9 Burgers and Antibiotics (1) 

4.Unit 9 Burgers and Antibiotics (2) 

5.Unit 11 Workers in South Korea (1) 

6.Unit 11 Workers in South Korea (2) 

7.Unit 13 Ice Palaces (1) 

8.Unit 13 Ice Palaces (2) 

9.Unit 14 A New Way of Farming (1) 

10.Unit 14 A New Way of Farming (2) 

11.Unit 15 Student Profile (1) 

12.Unit 15 Student Profile (2) 

13.TOEIC 演習（3） 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

・教科書の指定された Exercise を解いておく。（目安 60 分） 

・ニューススクリプトをチャンク（意味のまとまり）ごとに区切ったプリントの対訳を完成させる。（目安 60 分） 

・音声再生アプリをダウンロードし、各 Unit のニュースの音声を聞き、復習する。（目安 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. 8 Fuyuhiko Sekido / Masato Kogure / Jake Arnold / Christopher Mattson 2020 年 \1,800 

9784255156460  

【教材】 

適宜プリント教材を配布する。英和・和英辞書を毎回持参すること。 
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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「Notting Hill」（邦題：ノッティングヒルの恋人）を通して、英語と英国文化を学びます。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、アメリカ文化との違いなども同時に学びます。 

【到達目標】 

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】 

特になし 

【授業の形式】 

授業の形式：演習、辞書を必ずもってくること 

【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 概要の説明。映画の鑑賞１ 

2.Chap. 1 William’s Notting Hill & She 

3.Chap. 1 : Script 

4.Chap. 2 Surreal, But Nice 

5.Chap. 2: Script 

6.映画鑑賞２＋英国文化について 

7.Chap. 3 A Goddess is a Movie Star 

8.Chap. 3: Script 

9.Chap. 4 Birthday Party 

10.Chap. 4: Script 

11.Chap. 5 A Date With Anna 

12.Chap. 5: Script 

13.映画の背景、時代、について 

14.前半のまとめ 

【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） 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習、映画鑑賞３ 

2.Chap. 6 She’s Gone 

3.Chap. 6: Script 

4.Chap. 7 She’s Back 

5.Chap. 7: Script 

6.Chap. 8 Rude Awakening Ain’t No Sunshine 

7.Chap. 8: Script 

8.映画鑑賞４＋英国文化について２ 

9.Chap. 9 Like Me Again 

10.Chap. 9: Script 

11.Chap. 10 The Right Decision 

12.Chap. 10: Script 

13.アメリカ英語とイギリス英語 

14.まとめ 
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【授業の形式】 

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・授業内での活動等、平常点を重視する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 

2.Unit 2 No Phones in French Schools (1)  

3.Unit 2 No Phones in French Schools (2)  

4.Unit 3 Food on Instagram (1)  

5.Unit 3 Food on Instagram (2)  

6.Unit 5 Knocker-Uppers (1) 

7.Unit 5 Knocker-Uppers (2) 

8.TOEIC 演習（1） 

9.Unit 6 Hungarian Cake (1) 

10.Unit 6 Hungarian Cake (2) 

11.Unit 8 Teaching English as a Second Language (1)   

12.Unit 8 Teaching English as a Second Language (2)   

13.TOEIC 演習（2） 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

・教科書の指定された Exercise を解いておく。（目安 60 分） 

・ニューススクリプトをチャンク（意味のまとまり）ごとに区切ったプリントの対訳を完成させる。（目安 60 分） 

・音声再生アプリをダウンロードし、各 Unit のニュースの音声を聞き、復習する。（目安 30 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.映画リスニング（１） 

2.映画リスニング（２） 

3.Unit 9 Burgers and Antibiotics (1) 

4.Unit 9 Burgers and Antibiotics (2) 

5.Unit 11 Workers in South Korea (1) 

6.Unit 11 Workers in South Korea (2) 

7.Unit 13 Ice Palaces (1) 

8.Unit 13 Ice Palaces (2) 

9.Unit 14 A New Way of Farming (1) 

10.Unit 14 A New Way of Farming (2) 

11.Unit 15 Student Profile (1) 

12.Unit 15 Student Profile (2) 

13.TOEIC 演習（3） 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

・教科書の指定された Exercise を解いておく。（目安 60 分） 

・ニューススクリプトをチャンク（意味のまとまり）ごとに区切ったプリントの対訳を完成させる。（目安 60 分） 

・音声再生アプリをダウンロードし、各 Unit のニュースの音声を聞き、復習する。（目安 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. 8 Fuyuhiko Sekido / Masato Kogure / Jake Arnold / Christopher Mattson 2020 年 \1,800 

9784255156460  

【教材】 

適宜プリント教材を配布する。英和・和英辞書を毎回持参すること。 
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【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】 

水曜日１１時半から１２時４０分まで、教員室 

【テキスト】 

1.映画総合教材『ノッテング・ヒルの恋人』新装版 Richard Curtis 著, 神谷久美子・Kim R. Kanel 編著 2018 年 \2,310 978-

4-88198-590-8  

【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。 

何か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】 

必要となる知識をしっかり指導し、その上で、実際に試験問題に取り組んで頂く、というやり方をとる。ライティングとリスニングを

中心に勉強し、試験形式に慣れて頂くようにする。リスニング練習では、TOEIC の教材も活用する。 

【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 

 ○ ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

授業での取り組みを重視し、評価する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.TOEFL について 

2.ライティング練習 1  時制の使い方 1 

3.ライティング練習 2  時制の使い方 2 

4.ライティング練習 3  時制の使い方 3 

5.ライティング練習 4  冠詞の使い方 

6.ライティング練習 5  Essay Writing 基本表現 1 

7.ライティング練習 6  Essay Writing 基本表現 2 

8.ライティング練習 7  essay 作成 1 

9.ライティング練習 8  essay 作成 2 

10.ライティング練習 9  essay 作成 3 
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11.ライティング練習 10  essay 作成 4 

12.ライティング練習 11  speaking 原稿作成 1 

13.ライティング練習 12  speaking 原稿作成 2 

14.前期のまとめ 

【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.ライティング確認 1 

2.ライティング確認 2 

3.リスニング練習 1   会話の聞き取り 1 

4.リスニング練習 2   会話の聞き取り 2 

5.リスニング練習 3   会話の聞き取り 3 

6.リスニング練習 4   アナウンスの聞き取り１ 

7.リスニング練習 5    アナウンスの聞き取り 2 

8.リスニング練習 6     ディスカッションの聞き取り 1 

9. リスニング練習 7   ディスカッションの聞き取り 2 

10.リスニング練習 8    ディスカッションの聞き取り 3 

11.リスニング練習 9     講義の聞き取り 1 

12.リスニング練習 10   講義の聞き取り 2 

13.リスニング練習 11   講義の聞き取り 3 

14.後期のまとめ 

 

【事前・事後学習-後期】 

授業中に指示した内容の復習が中心。30 分割いてもらえたら十分かと思われます。 

【オフィスアワー】 

水曜日 12 時～12 時 30 分、15 時 50 分～ 

【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。 

 

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。 

【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。 

【授業の形式】 

音読や例文の応用などの演習と並行して、動画も使って進めていきます。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、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。 
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【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】 

水曜日１１時半から１２時４０分まで、教員室 

【テキスト】 

1.映画総合教材『ノッテング・ヒルの恋人』新装版 Richard Curtis 著, 神谷久美子・Kim R. Kanel 編著 2018 年 \2,310 978-

4-88198-590-8  

【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。 

何か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】 

必要となる知識をしっかり指導し、その上で、実際に試験問題に取り組んで頂く、というやり方をとる。ライティングとリスニングを

中心に勉強し、試験形式に慣れて頂くようにする。リスニング練習では、TOEIC の教材も活用する。 

【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 

 ○ ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

授業での取り組みを重視し、評価する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.TOEFL について 

2.ライティング練習 1  時制の使い方 1 

3.ライティング練習 2  時制の使い方 2 

4.ライティング練習 3  時制の使い方 3 

5.ライティング練習 4  冠詞の使い方 

6.ライティング練習 5  Essay Writing 基本表現 1 

7.ライティング練習 6  Essay Writing 基本表現 2 

8.ライティング練習 7  essay 作成 1 

9.ライティング練習 8  essay 作成 2 

10.ライティング練習 9  essay 作成 3 
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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.ガイダンス  

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 

リーディング課題 

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 

リーディング課題 

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 

リーディング課題 

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 

リーディング課題 

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 

リーディング課題 

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.前期課題説明 

リスニング  

【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  

リーディング課題 

暗記と会話 

2.英語でステップアップ  

リスニング  

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 

リーディング課題 

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 

リーディング課題 

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 

リーディング課題 

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 

リーディング課題 

小テスト 

11.英語でステップアップ  

リスニング  
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小テスト 

12.英語でステップアップ 

リーディング課題 

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.課題発表会 

リーディング課題 

小テスト 

【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】 

月曜日昼休み、教員室にて質問等受け付けます。またメールにて連絡がとれるよう、初回授業でアドレスをお知らせします。 

【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】 

海外の大学の授業に対応できる総合的な英語力をつけることを目標とします。ナショナルジオグラフィックの興味深いリーディ

ングやビデオを通し、無理なく語彙を身に付けながら、批判的に英文を読む力、効果的な英文ライティングの方法を学び、ア

カデミックな英語力の基礎作りをします。後期は TOEFL の各パートの演習を行い、試験形式に慣れるよう練習します。またペ

アやグループでの活動を多く取り入れ、英語の４技能をバランスよく伸ばすことを目指します。 

【到達目標】 

・学術研究での、あるいは仕事での文脈に最も関連した語彙を習得する。 

・考えながら主体的に英語を読んだり聴いたりできるようになる。 

・自信をもって自分の意見を英語で述べることができるようになる。 

・自分の意見を効果的に伝えるためのしっかりとしたパラグラフ構成の英文エッセイを執筆できるようになる。 

・TOEFL の出題形式を知り、各パートの問題への対応方法が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】 

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.ガイダンス  

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 

リーディング課題 

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 

リーディング課題 

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 

リーディング課題 

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 

リーディング課題 

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 

リーディング課題 

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.前期課題説明 

リスニング  

【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  

リーディング課題 

暗記と会話 

2.英語でステップアップ  

リスニング  

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 

リーディング課題 

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 

リーディング課題 

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 

リーディング課題 

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 

リーディング課題 

小テスト 

11.英語でステップアップ  

リスニング  
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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】 

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。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス：TOEFL iBT とは・実力診断テスト１：Listening 

2. 実力診断テスト２：Reading 

3.Unit 1 Social Relationships: Reading 1 

4.Unit 1 Social Relationships: Video, Reading 2 

5.Unit 1 Social Relationships: Writing 

6.Unit 2 Science and Investigation: Reading 1 

7.Unit 2 Science and Investigation: Video, Reading 2 

8.Unit 2 Science and Investigation: Writing 

9.Unit 3 City Solutions: Reading 1 

10.Unit 3 City Solutions: Video, Reading 2 

11.Unit 3 City Solutions: Writing 

12.Unit 4 Danger Zones: Reading 1 

13.Unit 4 Danger Zones: Video, Reading 2 

14.Unit 4 Danger Zones: Writing 

【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。（目安 60 分）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。 

【授業展開と内容-後期】 

1.Group Activity 

2.Unit 5 The Travel Business: Reading 1 

3.Unit 5 The Travel Business: Video, Reading 2 

4.Unit 5 The Travel Business: Writing 

5.TOEFL Listening & Reading (1) 

6.TOEFL Listening & Reading (2) 

7.TOEFL Listening & Reading (3) 

8.TOEFL Speaking: Integrated Task 

9.TOEFL Speaking: Independent Task 

10.TOEFL Writing: Integrated Task (1) 

11.TOEFL Writing: Integrated Task (2) 

12.TOEFL Writing: Independent Task (1) 

13.TOEFL Writing: Independent Task (2) 

14.学習内容のまとめ 

【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。（目安 60 分）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。 

【オフィスアワー】 

水曜日 11:50-12:40  調布教員室 

【テキスト】 

1.Pathways: Reading, Writing, and Critical Thinking Second Edition, 3A Mari Vargo / Laurie Blass 2018 年 \2,810 

9781337624923  

【教材】 

適宜プリント教材を配布する。 

英和・和英辞書を毎回持参すること。 

 

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～ 
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【授業の概要】 

大学の入門講義を収録した教科書を使って、社会学、言語学といった様々なトピックについて英語で聞き、理解できることを

目標としたクラスです。最初はリスニングの教材として用い、その後はスクリプトをリーディングの教材としても利用します。また、

エッセイやレポートを書く際に必須となる、英語のパラグラフの構成を意識したライティングも行います。インプットとアウトプット

をしながら総合的な英語力の向上を目指します。 

【到達目標】 

１．アカデミックな内容について、英語で聞き、理解する能力を高める 

２．映像の視聴を通して、ノートテイキングのスキルを向上する 

３．様々な分野のボキャブラリーを身につける 

４．パラグラフ・ライティングの基本を習得する 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

Level 3（上級） 授業にコンスタントに出席できる学生 

昨年度、25-RG を履修した方も履修可能 

【授業の形式】 

演習 

講義を収録した動画を中心に用いる。 

各トピックについて、グループでディスカッションを行う機会を設けることもある。 

ライティング課題については、ピア・レビューを実施する。 

【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 

 ○ ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

期末試験は行わないため、授業参加と課題の提出が重要となる。 

小テストの得点、レポートの提出、ライティングをはじめとする課題と授業中の取り組み・コメントカードから評価を決定する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.Introduction 

2.Unit 1 Sociology (1) 

3.Unit 1 Sociology (2) 

4.Unit 2 Linguistics (1) 

5.Unit 2 Linguistics (2) 

6.Quiz 1; Writing workshop 1 

7.Unit 3 Psychology (1) 

8.Unit 3 Psychology (2) 

9.Writing workshop 2 

10.Unit 4 Business (1) 

11.Unit 4 Business (2) 

12.Quiz 2; Writing workshop 3 

13.Writing workshop 4 

14.Summary 

【事前・事後学習-前期】 

事前学習：教科書のボキャブラリーをはじめ、指定された課題に取り組む（30～60 分）。 

事後学習：スクリプトを基に内容を復習し、小テストの準備をする（30～60 分）。加えて、定期的に Writing 課題の準備が必要と

なる。 

【授業展開と内容-後期】 

1.Introduction 

2.Unit 5 Education (1) 

3.Unit 5 Education (2) 

4.Unit 6 History (1) 

5.Unit 6 History (2) 

6.Quiz 3; Writing workshop 5 

7.Unit 7 Social psychology (1) 

8.Unit 7 Social psychology (2) 

9.Writing workshop 6 

10.Unit 8 Architecture (1) 
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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】 

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。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス：TOEFL iBT とは・実力診断テスト１：Listening 

2. 実力診断テスト２：Reading 

3.Unit 1 Social Relationships: Reading 1 

4.Unit 1 Social Relationships: Video, Reading 2 

5.Unit 1 Social Relationships: Writing 

6.Unit 2 Science and Investigation: Reading 1 

7.Unit 2 Science and Investigation: Video, Reading 2 

8.Unit 2 Science and Investigation: Writing 

9.Unit 3 City Solutions: Reading 1 

10.Unit 3 City Solutions: Video, Reading 2 

11.Unit 3 City Solutions: Writing 

12.Unit 4 Danger Zones: Reading 1 

13.Unit 4 Danger Zones: Video, Reading 2 

14.Unit 4 Danger Zones: Writing 

【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。（目安 60 分）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。 

【授業展開と内容-後期】 

1.Group Activity 

2.Unit 5 The Travel Business: Reading 1 

3.Unit 5 The Travel Business: Video, Reading 2 

4.Unit 5 The Travel Business: Writing 

5.TOEFL Listening & Reading (1) 

6.TOEFL Listening & Reading (2) 

7.TOEFL Listening & Reading (3) 

8.TOEFL Speaking: Integrated Task 

9.TOEFL Speaking: Independent Task 

10.TOEFL Writing: Integrated Task (1) 

11.TOEFL Writing: Integrated Task (2) 

12.TOEFL Writing: Independent Task (1) 

13.TOEFL Writing: Independent Task (2) 

14.学習内容のまとめ 

【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。（目安 60 分）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。 

【オフィスアワー】 

水曜日 11:50-12:40  調布教員室 

【テキスト】 

1.Pathways: Reading, Writing, and Critical Thinking Second Edition, 3A Mari Vargo / Laurie Blass 2018 年 \2,810 

9781337624923  

【教材】 

適宜プリント教材を配布する。 

英和・和英辞書を毎回持参すること。 

 

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～ 
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11.Unit 8 Architecture (2) 

12.Quiz 4; Writing workshop 7 

13.Writing workshop 8 

14.Summary 

【事前・事後学習-後期】 

事前学習：教科書のボキャブラリーをはじめ、指定された課題に取り組む（30～60 分）。 

事後学習：スクリプトを基に内容を復習し、小テストの準備をする（30～60 分）。加えて、定期的に Writing 課題の準備が必要と

なる。 

【オフィスアワー】 

木曜日 授業前後に対応する 

【テキスト】 

1.Contemporary Topics 2: 21st Century Skills for Academic Success, Student Book with Essential Online Resource. 4th ed. 

Ellen Kisslinger 2016 年 \2,930 9780134400808  

備考：4th edition，かつアクセスコードのついているものを購入すること（Second-hand を購入する場合は要注意）。 

2.Longman Academic Writing Series, 3. Paragraphs to Essays. 4th ed.  Alice Oshima and Ann Hogue 2013 年 \3,400 

9780134663326  

備考：必要箇所をハンドアウトで配布する。 

【その他】 

扱うユニットや Quiz の回数・日程は変更する可能性があります。教科書は若干高価ですが、全ユニットをカバーできないこと

を承知した上で履修してください。 

教科書のサンプルが次のサイトで閲覧可能です：

https://media.pearsoncmg.com/intl/elt/sampleunits/flipbooks/9780134400808/mobile/index.html#p=6 

ライティング課題の最終稿、レポートはメールで提出してもらいます。 

欠席が半期で４回を超える場合、単位取得は著しく困難になります。（教育実習やコンクールなどは配慮します。） 

 

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】 

アメリカのホームドラマ『奥様は魔女』を教材としたテキストを使用します。授業では全部で 3 本のドラマを扱い、スクリプトの読

解を中心に進めます。同時に、語彙力強化、基礎的な文法事項の復習と英語表現演習、日常的な会話表現の習得、リスニン

グも行います。また本作をより深く理解するため、作品背景についての紹介や受講者同士のディスカッションも取り入れていく

予定です。 

【到達目標】 

英語力にあまり自信がない人でも、語彙力や文法知識を伸ばし、英文精読法を身につけることが目標です。また、ドラマや映

画など映像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】 

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.ガイダンス、ドラマ第１話視聴 

2.Unit 1 

3.Unit 1 

4.Unit 2 

5.Unit 2 

6.Unit 3 

7.Unit 3 

8.Unit 4 

9.Unit 4 

10.Unit 5 

11.Unit 5 

12.ドラマ第２話視聴、Unit6 

13.Unit6 

14.前期学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で解説を聞いた後、各自で復習し、質問事項などがあればまとめておいてください。また、次回に向けて単語や表

現を調べておいてください。(目安 30-60 分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.Unit7 

2.Unit 7 

3.Unit 8 

4.Unit 8 

5.Unit 9 

6.Unit 9 

7.Unit 10 

8.Unit10 

9.ドラマ第 3 話視聴、Unit11 

10.Unit12 

11.Unit13 

12.Unit14 

13.Unit15 

14.後期学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で解説を聞いた後、各自で復習し、質問事項などがあればまとめておいてください。また、次回に向けて単語や表

現を調べておいてください。(目安 30-60 分) 

【オフィスアワー】 

月曜日 水曜日 調布教員室にて授業前後 

【テキスト】 

1.『奥さまは魔女』のファンタスティック・イングリッシュ・ワールド 高本孝子、納冨未世  2013 年 \2,090  

備考：*初回時に持参する必要はありません。 

 

341～344 ﾄﾞｲﾂ語 B1(a)～B2(b) 

担当教員 

玉川 裕子 准教授 

猪狩 弘美 講師 

川名 真矢 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。 
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11.Unit 8 Architecture (2) 

12.Quiz 4; Writing workshop 7 

13.Writing workshop 8 

14.Summary 

【事前・事後学習-後期】 

事前学習：教科書のボキャブラリーをはじめ、指定された課題に取り組む（30～60 分）。 

事後学習：スクリプトを基に内容を復習し、小テストの準備をする（30～60 分）。加えて、定期的に Writing 課題の準備が必要と

なる。 

【オフィスアワー】 

木曜日 授業前後に対応する 

【テキスト】 

1.Contemporary Topics 2: 21st Century Skills for Academic Success, Student Book with Essential Online Resource. 4th ed. 

Ellen Kisslinger 2016 年 \2,930 9780134400808  

備考：4th edition，かつアクセスコードのついているものを購入すること（Second-hand を購入する場合は要注意）。 

2.Longman Academic Writing Series, 3. Paragraphs to Essays. 4th ed.  Alice Oshima and Ann Hogue 2013 年 \3,400 

9780134663326  

備考：必要箇所をハンドアウトで配布する。 

【その他】 

扱うユニットや Quiz の回数・日程は変更する可能性があります。教科書は若干高価ですが、全ユニットをカバーできないこと

を承知した上で履修してください。 

教科書のサンプルが次のサイトで閲覧可能です：

https://media.pearsoncmg.com/intl/elt/sampleunits/flipbooks/9780134400808/mobile/index.html#p=6 

ライティング課題の最終稿、レポートはメールで提出してもらいます。 

欠席が半期で４回を超える場合、単位取得は著しく困難になります。（教育実習やコンクールなどは配慮します。） 

 

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】 

アメリカのホームドラマ『奥様は魔女』を教材としたテキストを使用します。授業では全部で 3 本のドラマを扱い、スクリプトの読

解を中心に進めます。同時に、語彙力強化、基礎的な文法事項の復習と英語表現演習、日常的な会話表現の習得、リスニン

グも行います。また本作をより深く理解するため、作品背景についての紹介や受講者同士のディスカッションも取り入れていく

予定です。 

【到達目標】 

英語力にあまり自信がない人でも、語彙力や文法知識を伸ばし、英文精読法を身につけることが目標です。また、ドラマや映

画など映像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】 

演習 
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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

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】 

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.概要説明 

2.Menschen A1   第 10 課① 

3.Menschen A1   第 10 課② 

4.Menschen A1   第 10 課③ 

5.Menschen A1   第 10 課④ 

6.Menschen A1   第 11 課① 

7.Menschen A1   第 11 課② 

8.Menschen A1   第 11 課③ 

9.Menschen A1   第 11 課④ 

10.Menschen A1   第 12 課① 

11.Menschen A1   第 12 課② 

12.Menschen A1   第 12 課③ 

13.Menschen A1   第 12 課④ 

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 
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13.プロムナード やさしいドイツ語文法   

第１４課 

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 

杉山 真佑美 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 

木 2 時限 

木 4 時限 

木 5 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。語学の学習には学習者の意欲が不可

欠です。毎回の出席はもちろん、頭と五感と身体全体を使って積極的に授業に参加してください。 

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。 

週２コマ、同じ番号の（ａ）と（ｂ）を必ずペアで履修すること（同一教科書使用）。なお、ドイツ語 4a（火Ⅳ）は前期と後期で担当

教員が変わるが、1 年を通じて履修して初めて単位が認められる。半期だけの履修は認められない。 

【到達目標】 

ドイツ語の基礎の習得。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。 
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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

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】 

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.概要説明 

2.Menschen A1   第 10 課① 

3.Menschen A1   第 10 課② 

4.Menschen A1   第 10 課③ 

5.Menschen A1   第 10 課④ 

6.Menschen A1   第 11 課① 

7.Menschen A1   第 11 課② 

8.Menschen A1   第 11 課③ 

9.Menschen A1   第 11 課④ 

10.Menschen A1   第 12 課① 

11.Menschen A1   第 12 課② 

12.Menschen A1   第 12 課③ 

13.Menschen A1   第 12 課④ 

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 
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【授業の形式】 

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.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】 

原則授業時間の前後 

その他、木曜日午後、金曜日午後 

【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】 

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。 
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353～356 ﾄﾞｲﾂ語 5･6･7 

担当教員 
ﾎﾟｳﾙ ｾﾙｹﾞｲ 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】 

このクラスではドイツ語による簡単な会話などを実践することで、基本的なドイツ語の表現力と理解力を身に付けることをめざし

ます。教材としては「Schritte International Neu 1」という、初級レベルの文法や語彙を解説しながらドイツにおける日常生活の

様々な場面を取り上げている定番ドイツ語教科書の最新版を使います。＊参加者の到達度に合わせて教科書の一部を飛ば

すこともありますので、シラバスに変更が生じる可能性もあります。 

【到達目標】 

これまで学んできたドイツ語の文法や語彙を、表現を中心にもう一度繰り返すことで基本的なドイツ語力の定着を目指します。

具体的には、ドイツ語の簡単な日常会話や作文等を練習することで、基本的な表現力を養います。また、現在ドイツ社会を扱

う新版の教科書で学ぶことによって様々なドイツ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。 

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】 

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.オリエンテーション、ドイツ語の学習方法 

2.Lektion 1, Schritt A 

3.Lektion 1, Schritt B 

4.Lektion 1 Schritt C 

5.Lektion 1, Schritte D, E 

6.Lektion 1 の到達度確認、Lektion 2 Schritt A 

7.Lektion 2, Schritt B 

8.Lektion 2, Schritt C 

9.Lektion 2, Schritt D, E 

10.Lektion 2 の到達度チェック、Lektion 3 Schritt A 

11.Lektion 3, Schritt B 

12.Lektion 3, Schritt C 

13.Lektion 3, Schritt D, E 

14.Lektion 3 の到達度チェック、Lektion 4, Schritt A, B、前

期の学習内容のまとめ 

【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.Lektion 4, Schritt C 2.Lektion 4, Schritt D, E 
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【授業の形式】 

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.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】 

原則授業時間の前後 

その他、木曜日午後、金曜日午後 

【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】 

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。 
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3.Lektion 4 の到達度チェック、Lektion 5, Schritt A 

4.Lektion 5, Schritt B 

5.Lektion 5, Schritt C 

6.Lektion 5, Schritt D, E 

7.Lektion 5 の到達度チェック、Lektion 6, Schritt A 

8.Lektion 6, Schritt B 

9.Lektion 6, Schritt C 

10.Lektion 6, Schritte D, E 

11.Lektion 6 の到達度チェック、Lektion 7, Schritt A 

12.Lektion 7, Schritt B 

13.Lektion 7, Schritt C 

14.Lektion 7, Schritte D, E、後期の学習内容のまとめ 

【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】 

各授業の前後。 

【テキスト】 

1.Schritte international Neu 1. Kursbuch + Arbeitsbuch + CD zum Arbeitsbuch Daniela Niebisch (著)、 その他 2016 年 978-

3193010827  

【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。 

 

357 ﾄﾞｲﾂ語 8 

担当教員 吉村 暁子 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】 

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，さまざまな内容のドイツ語

の文章を読む力を身につける。初めは復習しながらこれまで習った文法が文章の中でどのように関わってくるのか確かめつつ、

読み応えのある長めのテキストの読み方に慣れていこう。 

【到達目標】 

・読みごたえのある長文の読み方を身につける 

・ドイツ語圏の歴史や文化的背景を知る 

【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学生）。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、履修希望者数が多い場合には、人数制限を行う場合がある。その際には、ドイツ語履修年

数の少ない学生を優先する。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】 

講義形式，グループまたはペアワーク，発表など，その都度学習事項に応じて変更する。 

【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 

○ ○   ○ ○ 
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【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、自分と家族の紹介 

2.ドイツ語圏の国々、地理と気候（1） 

3.地理と気候 （２） 

4.日常生活（1）外食、健康、学習、職業 

5.日常生活（２）（外食、健康、学習、職業） 

6.食生活（1） 

7.食生活（２） 

8.ドイツ語という言語（1） 

9.ドイツ語という言語（２） 

10.物語（1） 

11.物語（２） 

12.ドイツの大学（1） 

13.ドイツの大学（２） 

14.学習内容の総括 

【事前・事後学習-前期】 

忘れている初級文法事項の復習を自主的に、授業日の前後に 30 分～60 分おこなうこと。また初めて出てきた単語や長文読

解のコツなどを自分でまとめ、次回分の文章を読んでみること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.後期のガイダンス、祝日と休暇（1） 

2.祝日と休暇（2） 

3.ドイツの治安事情（1） 

4.ドイツの治安事情（2） 

5.ドイツの治安事情（3） 

6.教育制度（1） 

7.教育制度（2） 

8.教育制度（3） 

9.ドイツの歴史外観（1） 

10.ドイツの歴史外観（2） 

11.ドイツの歴史外観（3） 

12.音楽の国ドイツ（1） 

13.音楽の国ドイツ（2） 

14.学習内容の総括 

【事前・事後学習-後期】 

忘れている初級文法事項の復習を自主的に、授業日の前後に 30 分～60 分おこなうこと。また初めて出てきた単語や長文読

解のコツなどを自分でまとめ、次回分の文章を読んでみること。  

【オフィスアワー】 

火曜日 11:50-12:40 調布教員室 

【テキスト】 

1.『知りたいドイツ語～読みながらステップアップ～ 』 Siegfried Kohlhammer／斎藤太郎 著 2019 年 \2,300 9784255254036  

備考：朝日出版社 

【教材】 

そのほか適宜プリントを配布する。 

【その他】 

次第に読みごたえのある長文を読むことになります。独和辞典を持参し、真摯に授業に取り組むことを期待します。 
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3.Lektion 4 の到達度チェック、Lektion 5, Schritt A 

4.Lektion 5, Schritt B 

5.Lektion 5, Schritt C 

6.Lektion 5, Schritt D, E 

7.Lektion 5 の到達度チェック、Lektion 6, Schritt A 

8.Lektion 6, Schritt B 

9.Lektion 6, Schritt C 

10.Lektion 6, Schritte D, E 

11.Lektion 6 の到達度チェック、Lektion 7, Schritt A 

12.Lektion 7, Schritt B 

13.Lektion 7, Schritt C 

14.Lektion 7, Schritte D, E、後期の学習内容のまとめ 

【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】 

各授業の前後。 

【テキスト】 

1.Schritte international Neu 1. Kursbuch + Arbeitsbuch + CD zum Arbeitsbuch Daniela Niebisch (著)、 その他 2016 年 978-

3193010827  

【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。 

 

357 ﾄﾞｲﾂ語 8 

担当教員 吉村 暁子 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】 

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，さまざまな内容のドイツ語

の文章を読む力を身につける。初めは復習しながらこれまで習った文法が文章の中でどのように関わってくるのか確かめつつ、

読み応えのある長めのテキストの読み方に慣れていこう。 

【到達目標】 

・読みごたえのある長文の読み方を身につける 

・ドイツ語圏の歴史や文化的背景を知る 

【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学生）。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、履修希望者数が多い場合には、人数制限を行う場合がある。その際には、ドイツ語履修年

数の少ない学生を優先する。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】 

講義形式，グループまたはペアワーク，発表など，その都度学習事項に応じて変更する。 

【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 

○ ○   ○ ○ 
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358 ﾄﾞｲﾂ語 9 

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～ 

 

【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】 

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】 

指定されたテキストの予習や宿題、授業中の課題への積極的な取り組みが必要です。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ドイツ人を知る９章 第１課－１．パーティーを開くのは祝

ってもらう人 

2.ドイツ人を知る９章 第１課－２． 

3.ドイツ人を知る９章 第１課－３． 

4.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 

5.ドイツ人を知る９章 第２課－２． 

6.ドイツ人を知る９章 第３課－１．教室で手を上げないと減

点 

7.ドイツ人を知る９章 第３課－２． 

8.ドイツ人を知る９章 第４課－１．2 回不合格だと失格 

9.ドイツ人を知る９章 第４課－２． 

10.ドイツ人を知る９章 第４課－３． 

11.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 

12.ドイツ人を知る９章 第５課－２． 

13.ドイツ人を知る９章 第５課－３．  

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

・テキストの予習や練習問題など、授業で出された課題をやってくること。（目安１時間）。・毎回の復習が大切です。学んだこと

をしっかり見直して定着させましょう。 
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【授業展開と内容-後期】 

1.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 

2.ドイツ人を知る９章 第６課－２． 

3.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 

4.ドイツ人を知る９章 第７課－２． 

5.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 

6.ドイツ人を知る９章 第８課－２． 

7.ドイツ人を知る９章 第８課－３． 

8.ドイツ人を知る９章 第９課－１．人間は「動物」ではない 

9.ドイツ人を知る９章 第９課－２． 

10.ドイツ人を知る９章 第９課－３． 

11.ドイツ人を知る９章 第１０課－１．法は力なり 

12.ドイツ人を知る９章 第１０課－２． 

13.ドイツ人を知る９章 第１０課－３． 

14.後期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

・テキストの予習や練習問題など、授業で出された課題をやってくること。（目安１時間）。・毎回の復習が大切です。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】 

火曜日、教室にて授業前後に 

【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。 

 

359 ﾄﾞｲﾂ語 10 

担当教員 猪狩 弘美 講師 曜日時限 木 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】 

初級の内容を一通り学んだ学生が、さらに表現と語彙を身につけ、ドイツ語の運用力を向上させることを目指します。「日本の

ことをドイツ語で語る」をモチーフとした教科書に沿って、実際の場面で使える表現のパターン練習をしたり、辞書を引いて少

し長めの文章を読んだりします。必要に応じて初級文法の復習やその他の補足を行っていきます。読解テキストや指示された

課題等については、予習が必要です。 

【到達目標】 

（1）ドイツ語の語彙と表現に関する知識を深め、その運用力を向上させる。 

（2）まとまった文章を、辞書を使って読めるようになる。 

（3）日独の文化や習慣における違い、およびその背景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。 
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358 ﾄﾞｲﾂ語 9 

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～ 

 

【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】 

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】 

指定されたテキストの予習や宿題、授業中の課題への積極的な取り組みが必要です。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ドイツ人を知る９章 第１課－１．パーティーを開くのは祝

ってもらう人 

2.ドイツ人を知る９章 第１課－２． 

3.ドイツ人を知る９章 第１課－３． 

4.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 

5.ドイツ人を知る９章 第２課－２． 

6.ドイツ人を知る９章 第３課－１．教室で手を上げないと減

点 

7.ドイツ人を知る９章 第３課－２． 

8.ドイツ人を知る９章 第４課－１．2 回不合格だと失格 

9.ドイツ人を知る９章 第４課－２． 

10.ドイツ人を知る９章 第４課－３． 

11.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 

12.ドイツ人を知る９章 第５課－２． 

13.ドイツ人を知る９章 第５課－３．  

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

・テキストの予習や練習問題など、授業で出された課題をやってくること。（目安１時間）。・毎回の復習が大切です。学んだこと

をしっかり見直して定着させましょう。 
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【授業の形式】 

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】 

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としない。 

【授業展開と内容-前期】 

1.導入（授業の進め方など）、発音の復習 

2.第 1 課 基本的な表現の復習など(1) 

3.第 1 課 基本的な表現の復習など(2) 

4.第 2 課 数詞（日付、序数、分数など）(1) 

5.第 2 課 数詞（日付、序数、分数など）(2) 

6.第 3 課 定冠詞類(1) 

7.第 3 課 定冠詞類(2) 

8.第 4 課 話法の助動詞 

9.第 4 課 2 格 

10.第 5 課 2 格をとる前置詞 

11.第 5 課 zu 不定詞 

12.第 6 課 zu 不定詞（発展） 

13.第 6 課 使役動詞、知覚動詞 

14.学期末試験、前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

指示された課題や読解テキストの予習を行うこと。また、毎回必ず復習をして、わからなかった箇所を質問できるようにしてくだ

さい。 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習 

2.第 7 課 etwas mit～zu tun haben（～と関係がある）という

表現 

3.第 7 課 不定代名詞 

4.第 8 課 不定関係代名詞 

5.第 8 課 話をつなぐ表現 

6.第 9 課 関係代名詞 

7.第 9 課 冠飾句 

8.第 10 課 過去完了形 

9.第 10 課 未来完了形 

10.第 11 課 接続法 1 式 

11.第 11 課 接続法 2 式 

12.第 12 課 男女平等の表現(1) 

13.第 12 課 男女平等の表現(2) 

14.学期末試験、後期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

指示された課題や読解テキストの予習を行うこと。また、毎回必ず復習をして、わからなかった箇所を質問できるようにしてくだ

さい。 

【オフィスアワー】 

木曜日 1、2 限前後 調布教員室 

【テキスト】 

1.ドイツ語エコー２〈中級編〉 高橋秀彰 2020 年 \2,640 978-4-255-25423-4  

備考：朝日出版社 

【教材】 

独和辞典を必ず購入すること。 
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360 ﾄﾞｲﾂ語 11 

担当教員 大野 雄三 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】 

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。テクストは環境保護や難民，哲学や法，ロボットや DNA，

アビトゥアやクリスマスなど，大学生には知っていてもらいたい現代的なテーマ，日常生活に関連した話題を中心に構成されて

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。 

【授業の形式】 

講義、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】 

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.読章：Bekannte Leute 文法項目：動詞の三基本形 

読章：Berufe 文法項目：名詞の男性形、女性形の復習 

2.読章：Essen und Trinken 文法項目：受動形の復習 

3.読章：Tiere 文法項目：関係代名詞 

4.読章：Tiere 文法項目：関係代名詞   その２ 

5.読章：die Philosophie 文法項目：疑問代名詞 was 

6.読章：die Philosophie 文法項目：疑問代名詞 was その２ 

7.読章：der Umweltschutz 文法項目：並列の接続詞、従属

接続詞 

8.読章：der Umweltschutz 文法項目：並列の接続詞、従属

接続詞 その２ 

9.読章：der Fußball 文法項目：分離動詞 

10.読章：der Fußball 文法項目：分離動詞 その２ 

11.読章：der Roboter 文法項目：現在分詞 

12.読章：der Roboter 文法項目：現在分詞 その２ 

13.読章：die Kultur 文法項目：不定代名詞 man 

14.学習のまとめ 

【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.読章：die Kultur 文法項目：不定代名詞 man その２ 

2.読章：die DNA 文法項目：再帰代名詞・再帰動詞 

3.読章：der Comic 文法項目：形容詞の語尾 

4.読章：der Comic 文法項目：形容詞の語尾 その２ 
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【授業の形式】 

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】 

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としない。 

【授業展開と内容-前期】 

1.導入（授業の進め方など）、発音の復習 

2.第 1 課 基本的な表現の復習など(1) 

3.第 1 課 基本的な表現の復習など(2) 

4.第 2 課 数詞（日付、序数、分数など）(1) 

5.第 2 課 数詞（日付、序数、分数など）(2) 

6.第 3 課 定冠詞類(1) 

7.第 3 課 定冠詞類(2) 

8.第 4 課 話法の助動詞 

9.第 4 課 2 格 

10.第 5 課 2 格をとる前置詞 

11.第 5 課 zu 不定詞 

12.第 6 課 zu 不定詞（発展） 

13.第 6 課 使役動詞、知覚動詞 

14.学期末試験、前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

指示された課題や読解テキストの予習を行うこと。また、毎回必ず復習をして、わからなかった箇所を質問できるようにしてくだ

さい。 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習 

2.第 7 課 etwas mit～zu tun haben（～と関係がある）という

表現 

3.第 7 課 不定代名詞 

4.第 8 課 不定関係代名詞 

5.第 8 課 話をつなぐ表現 

6.第 9 課 関係代名詞 

7.第 9 課 冠飾句 

8.第 10 課 過去完了形 

9.第 10 課 未来完了形 

10.第 11 課 接続法 1 式 

11.第 11 課 接続法 2 式 

12.第 12 課 男女平等の表現(1) 

13.第 12 課 男女平等の表現(2) 

14.学期末試験、後期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

指示された課題や読解テキストの予習を行うこと。また、毎回必ず復習をして、わからなかった箇所を質問できるようにしてくだ

さい。 

【オフィスアワー】 

木曜日 1、2 限前後 調布教員室 

【テキスト】 

1.ドイツ語エコー２〈中級編〉 高橋秀彰 2020 年 \2,640 978-4-255-25423-4  

備考：朝日出版社 

【教材】 

独和辞典を必ず購入すること。 
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5.読章：die Wikipedia 文法項目：話法の助動詞 

6.読章：die Wikipedia 文法項目：話法の助動詞 その２ 

7.読章：das Abitur 文法項目：前置詞の融合形 

8.読章：der Roboter 文法項目：現在分詞 

9.読章：die Religion 文法項目：形容詞の名詞化 

10.die Flüchtling  文法項目：非人称の es 

11.das Gesetz  文法項目：接続法 II 式 

12.Weihnachten  文法項目：序数 

13.die Flüchtling  文法項目：非人称の es 

14.学習のまとめ 

 

【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.ドイツ百科ミニ読本 

欧文タイトル：Kleines Deutschlandbuch 佐伯 啓 編著 2018 年 \1,900 9784560064238  

備考：白水社 

 

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】 

このクラスではドイツ語による会話などを実践することで基本的なドイツ語の表現力と理解力を身に付けることをめざします。教

材としては「Schritte International Neu 2」という初級レベルの文法や語彙を解説しながらドイツにおける日常生活の様々な場

面を取り上げている定番ドイツ語教科書の最新版を使います。＊参加者の到達度などに合わせてシラバスに変更が生じる可

能性もあります。 

【到達目標】 

これまで学んできたドイツ語の文法や語彙を、表現を中心にもう一度繰り返すことで基本的なドイツ語の理解力定着を目指し

ます。具体的には、ドイツ語の日常会話や作文等を練習することで、基本的な表現力養います。また、現在ドイツ社会を扱う新

版の教科書で学ぶことによって様々なドイツ文化に親しみが持てるようになります。また、ドイツ留学やドイツ語資格試験を目

指している学生の準備の支援も目的としています。 

【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を履修した者が対象となります。 

中級 II を終えた者、昨年度ドイツ語 12 を履修済みの者も参加できます。 

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】 

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.オリエンテーション、ドイツ語の学習方法、Quizlet（言語

学習アプリ）の登録など 

2.Lektion 9, Schritt A 

3.Lektion 9 Schritt B 

4.Lektion 9 Schritt C 

5.Lektion 9, Schritt D 

6.Lektion 9, Schritt E 

7.Lektion 9 復習, Zwischendurch mal... 

8.Lektion 10, Schritt A 

9.Lektion 10, Schritt B 

10.Lektion 10, Schritt C 

11.Lektion 10 Schritt D 

12.Lektion 10, Schritt E 

13.Lektion 10 復習と Zwischendurch mal... 

14.Lektion 9/10 ゲーム、前期の学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回、授業の内容を復習し、指定された課題を行うこと。配布する単語リストを自主的に学習すること。テストのための準備学

習を行うこと。（目安 30 分程度） 

【授業展開と内容-後期】 

1.Lektion 11, Schritt A 

2.Lektion 11, Schritt B 

3.Lektion 11, Schritt C 

4.Lektion 11, Schritt D 

5.Lektion 11, Schritt E 

6.Lektion 11, 復習と Zwischendurch mal... 

7.Lektion 12, Schritt A 

8.Lektion 12, Schritt B 

9.Lektion 12, Schritt C 

10.Lektion 12, Schritt D 

11.ドイツのクリスマス文化 

12.Lektion 12, Schritt E 

13.Lektion 12, 復習と Zwischendurch mal... 

14.Lektion 11/12 ゲーム、前期の学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

毎回、授業の内容を復習し、指定された宿題（作文、練習問題など）を行うこと。Quizlet（言語学習アプリ）上の単語リストを自

主的に学習すること。テストなどのための準備学習を行うこと。（目安 30 分程度） 

【オフィスアワー】 

木曜日 調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【テキスト】 

1.Schritte international Neu 2. Kursbuch + Arbeitsbuch + CD zum Arbeitsbuch Daniela Niebisch (著)、その他 2016 年 978-

3196010824  

 

362 ﾄﾞｲﾂ語 13 

担当教員 織田 晶子 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】 

今年度は Schritte International neu 3 を基本テキストとして使います。読む、聞く、書く、話すといった全般的なドイツ語力を鍛
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5.読章：die Wikipedia 文法項目：話法の助動詞 

6.読章：die Wikipedia 文法項目：話法の助動詞 その２ 

7.読章：das Abitur 文法項目：前置詞の融合形 

8.読章：der Roboter 文法項目：現在分詞 

9.読章：die Religion 文法項目：形容詞の名詞化 

10.die Flüchtling  文法項目：非人称の es 

11.das Gesetz  文法項目：接続法 II 式 

12.Weihnachten  文法項目：序数 

13.die Flüchtling  文法項目：非人称の es 

14.学習のまとめ 

 

【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.ドイツ百科ミニ読本 

欧文タイトル：Kleines Deutschlandbuch 佐伯 啓 編著 2018 年 \1,900 9784560064238  

備考：白水社 

 

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】 

このクラスではドイツ語による会話などを実践することで基本的なドイツ語の表現力と理解力を身に付けることをめざします。教

材としては「Schritte International Neu 2」という初級レベルの文法や語彙を解説しながらドイツにおける日常生活の様々な場

面を取り上げている定番ドイツ語教科書の最新版を使います。＊参加者の到達度などに合わせてシラバスに変更が生じる可

能性もあります。 

【到達目標】 

これまで学んできたドイツ語の文法や語彙を、表現を中心にもう一度繰り返すことで基本的なドイツ語の理解力定着を目指し

ます。具体的には、ドイツ語の日常会話や作文等を練習することで、基本的な表現力養います。また、現在ドイツ社会を扱う新

版の教科書で学ぶことによって様々なドイツ文化に親しみが持てるようになります。また、ドイツ留学やドイツ語資格試験を目

指している学生の準備の支援も目的としています。 

【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を履修した者が対象となります。 

中級 II を終えた者、昨年度ドイツ語 12 を履修済みの者も参加できます。 

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】 

演習 
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えましょう。授業への積極的な参加、課題への取り組み、宿題や復習など、皆さん自身の日々の取り組みが何よりも重要です。

皆さんの進み具合などにより、テキストの進度は予定よりも多少前後することがあります。 

テキストの購入については、開講時に指示します。 

【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。使用予定のテキストは、A2 の前半レベルに相当

します。 

【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を修了した人。この Schritte International neu シリーズのように、全てドイツ語で作られている教科書で学ん

だことがない人も歓迎します。ただし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補ってください。 

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】 

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.授業の概要、教科書について 

2.Schritte International neu 3 1 課－１． 

3.Schritte International neu 3 1 課－２． 

4.Schritte International neu 3 1 課－３． 

5.Schritte International neu 3 1 課－４． 

6.Schritte International neu 3 1 課－５． 

7.Schritte International neu 3 1 課－６． 

8.Schritte International neu 3 ２課－１． 

9.Schritte International neu 3 ２課－２． 

10.Schritte International neu 3 ２課－３． 

11.Schritte International neu 3 ２課－４． 

12.Schritte International neu 3 ２課－５． 

13.Schritte International neu 3 ２課－６． 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

・毎回の復習が必要です。しっかり見直して定着させましょう。特に語彙などは、少しずつたゆまず復習しましょう（例：単語帳を

作り、一日おきに２０分程度練習する）。 

・出された課題は必ずやってきてください。 

・次回の授業予定箇所の用語をチェックして調べておきましょう。 

【授業展開と内容-後期】 

1.Schritte International neu 3 ３課－１． 

2.Schritte International neu 3 ３課－２． 

3.Schritte International neu 3 ３課－３． 

4.Schritte International neu 3 ３課－４． 

5.Schritte International neu 3 ３課－５． 

6.Schritte International neu 3 ３課－６． 

7.Schritte International neu 3 ４課－１． 

8.Schritte International neu 3 ４課－２． 

9.Schritte International neu 3 ４課－３． 

10.Schritte International neu 3 ４課－４． 

11.Schritte International neu 3 ４課－５． 

12.Schritte International neu 3 ４課－６． 

13.Schritte International neu 3 ４課－７． 

14.後期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

・毎回の復習が必要です。しっかり見直して定着させましょう。特に語彙などは、少しずつたゆまず復習しましょう（例：単語帳を

作り、一日おきに２０分程度練習する）。 

・出された課題は必ずやってきてください。 

・次回の授業予定箇所の用語をチェックして調べておきましょう。 
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【オフィスアワー】 

火曜日、教室にて授業前後 

【テキスト】 

1.Schritte International neu 3 Silke Hilpert 他 2017 年  

備考：テキストの購入については開講時に指示しますので、それまで購入しないでください。 

 

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 Neu 4 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。同時に

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 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】 

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.授業の梗概 

2.Schritte International Neu 4  第８課① 

3.Schritte International Neu 4  第８課② 

4.Schritte International  Neu 4  第８課③ 

5.Schritte International  Neu 4  第８課④ 

6.Schritte International  Neu 4  第８課⑤ 

7.まとまったテキストの講読 

8.まとまったテキストの講読 

9.Schritte International  Neu 4  第９課① 

10.Schritte International  Neu 4  第９課② 
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えましょう。授業への積極的な参加、課題への取り組み、宿題や復習など、皆さん自身の日々の取り組みが何よりも重要です。

皆さんの進み具合などにより、テキストの進度は予定よりも多少前後することがあります。 

テキストの購入については、開講時に指示します。 

【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。使用予定のテキストは、A2 の前半レベルに相当

します。 

【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を修了した人。この Schritte International neu シリーズのように、全てドイツ語で作られている教科書で学ん

だことがない人も歓迎します。ただし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補ってください。 

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】 

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.授業の概要、教科書について 

2.Schritte International neu 3 1 課－１． 

3.Schritte International neu 3 1 課－２． 

4.Schritte International neu 3 1 課－３． 

5.Schritte International neu 3 1 課－４． 

6.Schritte International neu 3 1 課－５． 

7.Schritte International neu 3 1 課－６． 

8.Schritte International neu 3 ２課－１． 

9.Schritte International neu 3 ２課－２． 

10.Schritte International neu 3 ２課－３． 

11.Schritte International neu 3 ２課－４． 

12.Schritte International neu 3 ２課－５． 

13.Schritte International neu 3 ２課－６． 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

・毎回の復習が必要です。しっかり見直して定着させましょう。特に語彙などは、少しずつたゆまず復習しましょう（例：単語帳を

作り、一日おきに２０分程度練習する）。 

・出された課題は必ずやってきてください。 

・次回の授業予定箇所の用語をチェックして調べておきましょう。 

【授業展開と内容-後期】 

1.Schritte International neu 3 ３課－１． 

2.Schritte International neu 3 ３課－２． 

3.Schritte International neu 3 ３課－３． 

4.Schritte International neu 3 ３課－４． 

5.Schritte International neu 3 ３課－５． 

6.Schritte International neu 3 ３課－６． 

7.Schritte International neu 3 ４課－１． 

8.Schritte International neu 3 ４課－２． 

9.Schritte International neu 3 ４課－３． 

10.Schritte International neu 3 ４課－４． 

11.Schritte International neu 3 ４課－５． 

12.Schritte International neu 3 ４課－６． 

13.Schritte International neu 3 ４課－７． 

14.後期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

・毎回の復習が必要です。しっかり見直して定着させましょう。特に語彙などは、少しずつたゆまず復習しましょう（例：単語帳を

作り、一日おきに２０分程度練習する）。 

・出された課題は必ずやってきてください。 

・次回の授業予定箇所の用語をチェックして調べておきましょう。 
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11.Schritte International  Neu 4  第９課③ 

12.Schritte International  Neu 4  第９課④ 

13.Schritte International  Neu 4  第９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  Neu 4  第１０課① 

5.Schritte International Neu 4  第１０課② 

6.Schritte International Neu 4  第１０課③ 

7.Schritte International Neu 4  第１０課④ 

8.Schritte International Neu 4  第１０課⑤ 

9.まとまったテキストの講読 

10.まとまったテキストの講読 

11.Schritte International Neu 4  第１1 課① 

12.Schritte International Neu 4  第１1 課② 

13.Schritte International  Neu 4  第１1 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】 

木曜日 午後、金曜日 午後 

【テキスト】 

1.Schritte INternational Neu 4 Silke Hilpert  他 

 2017 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 

【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
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が多い場合には、受講を制限することがある。 

【授業の形式】 

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.授業の進め方    

2.Dis-moi tout !       第１０課 

3.第１０課 

4.第１1 課 

5.第１1 課 

6.第１2 課 

7.第１2 課 

8.第１3 課 

9.第１3 課 

10.第１4 課 

11.第１4 課 

12.総復習  (1) 

13.総復習  (2) 

14.学習内容のまとめ、課題の解説 

【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.『フランス語でスピーチをしてみよう（C'est à vous !)』 

第１課 

3.第 2 課 

4.第 2 課 

5.第 3 課 

6.第 3 課 

7.第 4 課 

8.第 4 課 

9.第 5 課 

10.第 5 課 

11.第６課 

12.第６課 

13.総復習 

14.学習内容のまとめ、課題の解説 

【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】 

火曜日・木曜日 授業時間の前後 仙川キャンパスにて 

【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 

 

 

 

 

 

 44

11.Schritte International  Neu 4  第９課③ 

12.Schritte International  Neu 4  第９課④ 

13.Schritte International  Neu 4  第９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  Neu 4  第１０課① 

5.Schritte International Neu 4  第１０課② 

6.Schritte International Neu 4  第１０課③ 

7.Schritte International Neu 4  第１０課④ 

8.Schritte International Neu 4  第１０課⑤ 

9.まとまったテキストの講読 

10.まとまったテキストの講読 

11.Schritte International Neu 4  第１1 課① 

12.Schritte International Neu 4  第１1 課② 

13.Schritte International  Neu 4  第１1 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】 

木曜日 午後、金曜日 午後 

【テキスト】 

1.Schritte INternational Neu 4 Silke Hilpert  他 

 2017 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 

【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
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371～376 ﾌﾗﾝｽ語 1～3(a),1～3(b) 

担当教員 

小森谷 朋子 講師 

萩原 さがみ 講師 

山上 昌子 講師 

山邑 久仁子 講師 

曜日時限 

火 2 時限 

火 4 時限 

火 5 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】 

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。 

【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 フォームから申し込むこと。申し込み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】 

演習 CD 使用 

【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 

L.0  挨拶をする、名前をたずねる・言う、名前の綴りを言

う、男性形と女性形 

2.L.1  職業・身分・国籍を言う   主語人称代名詞、形

容詞と名詞の性数変化   

3.L.1/2 話せる言語・住んでいるところをたずねる・言う    

否定形、疑問文の作り方 

4.L.2   数（0~19)  第一群規則動詞、 

5.L.3  家族について話す、年齢をたずねる・言う    不

定冠詞、所有形容詞 

6.L.3/4  好みを言う、数（20－100),   疑問形容詞、定

冠詞 

7.L.4  理由をたずねる・言う    形容詞の用法 

8.L.5  物についてたずねる、説明する  指示代名詞 

9.L.5/6  位置や場所をたずねる・言う   指示形容詞、

強勢形 

10.L.6  容姿や服装をたずねる・説明する、持ち主を言う  

関係代名詞 

11.L.7  移動について説明する、交通手段を言う   不

規則動詞 

12.L.7/8  天候について話す 

13.L.8  時刻をたずねる・言う / 学習内容のまとめ 

14.試験 
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【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 

2.L.9   食習慣について話す、値段をたずねる・言う   

部分冠詞、 中生代名詞 en 

3.L.9/10  習慣について話す    代名動詞 

4.L.10  日常の活動について話す、数（100～ ） 

5.L.11  過去のことを話す (1)  いつのことだったか言う  

過去分詞、直説法複合過去 (1) 

6.L.11/12  過去のことを話す (2)      直説法複合過

去 (2) 

7.L.12  期間を言う 

8.L.13  過去の習慣について話す       直説法半過去、

人称代名詞直接目的語・間接目的語 

9.L.13/14  変化を表す、人を誘う、できること・しなければ

ならないことを言う 

10.L.14  目的を言う、許可を求める    命令法 

11.L.15  未来のできごとについて話す     近接未来 

12.L.15  条件・仮定を述べる (1)     直説法単純未

来 

13.学習内容のまとめ 

14.試験 

【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】 

火曜日・木曜日の授業前後、調布キャンパスにて  

【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 

 

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】 

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、アウトプットに焦点を当て、よりフランス語らしい表現力を身

に着けていきます。初級文法を口頭で復習しつつ、多角的にフランス語に触れる機会を増やします。 

【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。日常会話の会話表現に慣れ、身の回りの基本的な物事につ

いて話せるよう語彙力を高めましょう。 

【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。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。  
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371～376 ﾌﾗﾝｽ語 1～3(a),1～3(b) 

担当教員 

小森谷 朋子 講師 

萩原 さがみ 講師 

山上 昌子 講師 

山邑 久仁子 講師 

曜日時限 

火 2 時限 

火 4 時限 

火 5 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】 

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。 

【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 フォームから申し込むこと。申し込み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】 

演習 CD 使用 

【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 

L.0  挨拶をする、名前をたずねる・言う、名前の綴りを言

う、男性形と女性形 

2.L.1  職業・身分・国籍を言う   主語人称代名詞、形

容詞と名詞の性数変化   

3.L.1/2 話せる言語・住んでいるところをたずねる・言う    

否定形、疑問文の作り方 

4.L.2   数（0~19)  第一群規則動詞、 

5.L.3  家族について話す、年齢をたずねる・言う    不

定冠詞、所有形容詞 

6.L.3/4  好みを言う、数（20－100),   疑問形容詞、定

冠詞 

7.L.4  理由をたずねる・言う    形容詞の用法 

8.L.5  物についてたずねる、説明する  指示代名詞 

9.L.5/6  位置や場所をたずねる・言う   指示形容詞、

強勢形 

10.L.6  容姿や服装をたずねる・説明する、持ち主を言う  

関係代名詞 

11.L.7  移動について説明する、交通手段を言う   不

規則動詞 

12.L.7/8  天候について話す 

13.L.8  時刻をたずねる・言う / 学習内容のまとめ 

14.試験 
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【授業の形式】 

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.ガイダンス 

2.1 課 

あいさつ、名前を言う 

3.不定冠詞、定冠詞 

4.2 課 

国籍、職業、出身地を言う 

5.3 課 

話せる言語、好きなことを言う 

6.エリズィオン、アンシェヌマン、リエゾン 

7.4 課 

住んでいる国や都市について言う 

8.中間発表 

9.5 課 

持ち物や年齢 

10.6 課 

行き先、家事、普段する事 

11.faire, aller, -er 動詞食事、食料品を買う 

12.7 課 

人や物の描写、所有、電話番号の言い方 

13.形容詞の性数一致 

疑問形容詞 

14.学習内容のまとめ 

【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。  

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】 

1.7 課までの学習内容確認 

2.8 課 

欲しい物、色、サイズ、支払い方法を言う 

3.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 

【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。  

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】 

火曜 調布教室にて授業前後 

【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  
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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】 

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.L’état civil / la nationalité     J’ai perdu mes papiers ! 

① 

2.L’état civil / la nationalité     J’ai perdu mes papiers ! 

② 

3.La famille     Tu as des enfants ? ① 

4.La famille     Tu as des enfants ? ② 

5.Le corps humain / les sens     Qu’est-ce qui ne va 

pas ? ① 

6.Le corps humain / les sens     Qu’est-ce qui ne va 

pas ? ② 

7.Les caractéristiques physiques     Il est comment ? ① 

8.Les caractéristiques physiques     Il est comment ? ② 

9.Les caractéristiques morales et les sentiments     Quel 

caractère ! ① 

10.Les caractéristiques morales et les sentiments     

Quel caractère ! ② 

11.Les caractéristiques morales et les sentiments     

Quel caractère ! ③ 

12.L’école, les études et la formation     Tu as cours à 

quelle heure demain ? ① 

13.L’école, les études et la formation     Tu as cours à 

quelle heure demain ? ② 

14.Evaluation 

【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.Les professions et l’emploi     Qu’est-ce que tu fais dans la vie ? ① 

 48

【授業の形式】 

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.ガイダンス 

2.1 課 

あいさつ、名前を言う 

3.不定冠詞、定冠詞 

4.2 課 

国籍、職業、出身地を言う 

5.3 課 

話せる言語、好きなことを言う 

6.エリズィオン、アンシェヌマン、リエゾン 

7.4 課 

住んでいる国や都市について言う 

8.中間発表 

9.5 課 

持ち物や年齢 

10.6 課 

行き先、家事、普段する事 

11.faire, aller, -er 動詞食事、食料品を買う 

12.7 課 

人や物の描写、所有、電話番号の言い方 

13.形容詞の性数一致 

疑問形容詞 

14.学習内容のまとめ 

【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。  

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】 

1.7 課までの学習内容確認 

2.8 課 

欲しい物、色、サイズ、支払い方法を言う 

3.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 

【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。  

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】 

火曜 調布教室にて授業前後 

【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  
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2.Les professions et l’emploi     Qu’est-ce que tu fais 

dans la vie ? ② 

3.Les loisirs et les goûts     Qu’est-ce que vous faites 

pendant votre temps libre ? ① 

4.Les loisirs et les goûts     Qu’est-ce que vous faites 

pendant votre temps libre ? ② 

5.Les activités culturelles     On fait quoi samedi soir ? 

On sort ? ① 

6.Les activités culturelles     On fait quoi samedi soir ? 

On sort ? ② 

7.Les sports     Qu ’ est-ce que vous faites comme 

sport ? ① 

8.Les sports     Qu ’ est-ce que vous faites comme 

sport ? ② 

9.La maison et le mobilier     Vous êtes propriétaire ou 

locataire ? ① 

10.La maison et le mobilier     Vous êtes propriétaire ou 

locataire ? ② 

11.La vie quotidienne      À quelle heure tu commences 

demain ? ③ 

12.La vie quotidienne      À quelle heure tu commences 

demain ? ① 

13.La vie quotidienne      À quelle heure tu commences 

demain ? ② 

14.Evoluation 

【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 

【教材】 

Vocabulaire essentiel du français A2 Éditions Didier 

 

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】 

この授業では『マエストロ１』をテキストに、初級クラスで学習した内容を復習しながらより複雑な表現力を身に着けていきます。

ベースとなる中級文法を学習しながら、フランス語の持つ多様性に触れていきます。 

【到達目標】 

中級文法を土台としたリスニングや会話の応答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。  

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】 

演習形式、テキストおよび CD、DVD 教材、プリントを副教材として使用 
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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.ガイダンス 

初級の復習１ 

2.初級の復習２ 

3.13 課  

天気、時間 

4.非人称構文と Il est~ 

5.14 課 

自分の 1 日を語る 

別の言語でどう言うか 

6.代名動詞 

ne~plus 

7.15 課 

今していること、したばかりの事 

8.中間発表 

9.16 課 

過去の出来事を語る 

10.17 課 

動詞の過去分詞 

複合過去、性数一致 

11.18 課 

代名動詞の複合過去 

12.19 課 

比較の表現、不定詞構文 

13.不定詞構文 vouloir, pouvoir, devoir+不定詞 

14.学習内容のまとめ 

【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。 

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 

2.20 課 

過去の状態、習慣 

3.複合過去と半過去 

4.21 課 

実践するスポーツ、弾く楽器、休暇について言う 

5.faire du, de la 

jouer du, de la 

6.22 課 

体調を伝える 

アドバイスする 

7.中間発表 

8.身体語彙 

条件法① 

9.23 課 

誘う、約束する 

10.条件法② 

11.24 課 

婉曲表現と条件法 

12.交通手段と所要時間 

13.予約する 

14.学習内容のまとめ 

【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。前回の復習、課題を行う、小テストの準備など (目安各６

０分) 

【オフィスアワー】 

火曜日 調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【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 
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2.Les professions et l’emploi     Qu’est-ce que tu fais 

dans la vie ? ② 

3.Les loisirs et les goûts     Qu’est-ce que vous faites 

pendant votre temps libre ? ① 

4.Les loisirs et les goûts     Qu’est-ce que vous faites 

pendant votre temps libre ? ② 

5.Les activités culturelles     On fait quoi samedi soir ? 

On sort ? ① 

6.Les activités culturelles     On fait quoi samedi soir ? 

On sort ? ② 

7.Les sports     Qu ’ est-ce que vous faites comme 

sport ? ① 

8.Les sports     Qu ’ est-ce que vous faites comme 

sport ? ② 

9.La maison et le mobilier     Vous êtes propriétaire ou 

locataire ? ① 

10.La maison et le mobilier     Vous êtes propriétaire ou 

locataire ? ② 

11.La vie quotidienne      À quelle heure tu commences 

demain ? ③ 

12.La vie quotidienne      À quelle heure tu commences 

demain ? ① 

13.La vie quotidienne      À quelle heure tu commences 

demain ? ② 

14.Evoluation 

【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 

【教材】 

Vocabulaire essentiel du français A2 Éditions Didier 

 

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】 

この授業では『マエストロ１』をテキストに、初級クラスで学習した内容を復習しながらより複雑な表現力を身に着けていきます。

ベースとなる中級文法を学習しながら、フランス語の持つ多様性に触れていきます。 

【到達目標】 

中級文法を土台としたリスニングや会話の応答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。  

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】 

演習形式、テキストおよび CD、DVD 教材、プリントを副教材として使用 
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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】 

日常生活の様々な場面で交わされる会話を聴き取る練習を集中的に行います。またそのシチュエーションでの会話で使える

表現を学びます。 会話の練習を通じて、基本的な文法の復習も行います。 

【到達目標】 

フランス語を聴くこと、話すことに慣れる。授業では聞き取りを重点的に練習しながら、テーマやシチュエーションに応じた表現

を身につけます。また聞き取りに必要な語彙を増やすことにも力を入れます。 

【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】 

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.ガイダンス 

2.saluer 挨拶 

3.présenter; se présenter 自己紹介、人の紹介 

4.parler de ses goûts 好みや趣味について話す 

5.situer un lieu 場所について説明する 

6.demander son chemin, indiquer le chemin 道を尋ねる、道

順を言う 

7.acheter、 nommer un objet 買い物、物について説明す

る 

8.s'informer、comparer 情報を得る、比較する 

9.prendre contact, laisser un message コンタクトを取る、メッ

セージを残す 

10.voyager 旅行する 

11.demander et donner des renseignements 情報を得る、

与える 

12.parler d'un lieu 地域について話す 

13.preparation pour le test 

14.test 

【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..前期の復習 

2.faire une invitation 招待をする 

3.fixer un redez-vous 約束をする 

4.aller au restaurant 、ccommander レストランに行く、注文

する 

5.demander des precisions 詳細を訪ねる、apprecier 評価

する 

6.reclamer, expliquer un probleme クレームを言う、問題を

説明する 

7.proposer une solution 解決法を提案する 
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8.s'excuser 謝る 

9.dire qu'on est d'accord ou pas d'accord. 賛成または反

対を言う 

10. dire qu'on aime ou q'on n'aime pas  

11.donner son avis 

12.donner son avis 

13.preparation pour le test 

14.le test 

【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 

【教材】 

初回の授業時に指示します 

 

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】 

ミュージカル映画「シェルブールの雨傘」のシナリオを読んでいきます。セリフは全て歌われるため、平易な文で書かれていま

す。そこから会話に役立つ様々な表現を覚え、実際に応用できるようにします。そして、文法事項を適宜復習し、練習問題や

ディクテで定着を図ります。 

また、毎回の授業で少しづつフランス語の楽典用語を学びます。 

【到達目標】 

フランス語の、読む、書く、聴く、話すの 4 つの領域をバランス良く向上させる。特に、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。 また、フランス語の様々な音を発音し分けられるようにする。 

【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。２年以上フランス語を履修していることが望ましい。    

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】 

演習。映画を観ながら進めていきます。 

【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.ガイダンス、初級文法の復習、授業の進め方等 

2.～12 

毎回指定する部分のテキストを読みながら、各音素、リズム

グループのまとまりというように発音を練習。 文の意味を取

り、文の構造を理解する。文法の確認も適宜行う。 重要な

表現を覚えて、作文、会話などに応用していく。 

13.学習内容のまとめ 

14.課題の解説 
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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】 

日常生活の様々な場面で交わされる会話を聴き取る練習を集中的に行います。またそのシチュエーションでの会話で使える

表現を学びます。 会話の練習を通じて、基本的な文法の復習も行います。 

【到達目標】 

フランス語を聴くこと、話すことに慣れる。授業では聞き取りを重点的に練習しながら、テーマやシチュエーションに応じた表現

を身につけます。また聞き取りに必要な語彙を増やすことにも力を入れます。 

【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】 

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.ガイダンス 

2.saluer 挨拶 

3.présenter; se présenter 自己紹介、人の紹介 

4.parler de ses goûts 好みや趣味について話す 

5.situer un lieu 場所について説明する 

6.demander son chemin, indiquer le chemin 道を尋ねる、道

順を言う 

7.acheter、 nommer un objet 買い物、物について説明す

る 

8.s'informer、comparer 情報を得る、比較する 

9.prendre contact, laisser un message コンタクトを取る、メッ

セージを残す 

10.voyager 旅行する 

11.demander et donner des renseignements 情報を得る、

与える 

12.parler d'un lieu 地域について話す 

13.preparation pour le test 

14.test 

【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..前期の復習 

2.faire une invitation 招待をする 

3.fixer un redez-vous 約束をする 

4.aller au restaurant 、ccommander レストランに行く、注文

する 

5.demander des precisions 詳細を訪ねる、apprecier 評価

する 

6.reclamer, expliquer un probleme クレームを言う、問題を

説明する 

7.proposer une solution 解決法を提案する 
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【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。シナリオの音読を十分に行うと共に、授業で扱う部分の分からない単語を調べ、大

まかな意味を取ってくること(目安 30-60 分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.今後の課題と発展的学習 

2.～12 

毎回指定する部分のテキストを読みながら、各音素、リズム

グループのまとまりというように発音を練習。 文の意味を取

り、文の構造を理解する。文法の確認も適宜行う。 重要な

表現を覚えて、作文、会話などに応用していく。 

13.学習内容のまとめ 

14.課題の解説 

 

【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。シナリオの音読を十分に行うと共に、授業で扱う部分の分からない単語を調べ、大

まかな意味を取ってくること(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.Les Parapluies de Cherbourg 

 Jacques Demy 

 1987 年 \1,760 978-4-560-01110-2 

  

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】 

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.A quoi servent les pronoms relatifs simples et lequel 

choisir ? qui, que, où, dont 

C’est un quartier que nous avons beaucoup aimé.  ① 

2.A quoi servent les pronoms relatifs simples et lequel 

choisir ? qui, que, où, dont 

C’est un quartier que nous avons beaucoup aimé.  ② 

3.A quoi servent les pronoms relatifs composés et lequel 

choisir ? laquelle, auxquels, duquel… 

Voici les raisons pour lesquelles je me sens bien. ③ 

4.A quoi servent les pronoms relatifs composés et lequel 

choisir ? laquelle, auxquels, duquel… 

Voici les raisons pour lesquelles je me sens bien. ④ 

5.Quand utiliser l’imparfait et le passé composé ? il habitait, 

on lui a offert… 

Il travaillait à Nantes quand on lui a offert ce poste. ① 

6.Quand utiliser l’imparfait et le passé composé ? il habitait, 

on lui a offert… 

Il travaillait à Nantes quand on lui a offert ce poste. ② 

7.Quand utiliser et comment former le plus-que-parfait ? 

j’avais vécu, il avait vu… 

Il voulait me contacter car il avait vu un de mes spectacles. 

① 

 

8.Quand utiliser et comment former le plus-que-parfait ? 

j’avais vécu, il avait vu… 

Il voulait me contacter car il avait vu un de mes spectacles. 

② 

9.Comment accorder le participe passé avec des temps 

composés ? elle est restée, ils se sont parlé… 

Je te les ai données tout à l’heure. ① 

10.Comment accorder le participe passé avec des temps 

composés ? elle est restée, ils se sont parlé… 

Je te les ai données tout à l’heure. ② 

11.Comment accorder le participe passé avec des temps 

composés ? elle est restée, ils se sont parlé… 

Je te les ai données tout à l’heure. ③ 

12.Quand utiliser et comment former le subjonctif présent 

et le subjonctif passé ? 

Il est regrettable que Nina ne puisse pas danser. ① 

13.Quand utiliser et comment former le subjonctif présent 

et le subjonctif passé ? 

Il est regrettable que Nina ne puisse pas danser. ② 

14.Evaluation  

【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.Comment mettre en relief un élément d’une phrase ? 

c’est… qui, c’est… que  

C’est Lucas qui est parti au Mexique. C’est au Brésil qu’

il est allé en 2014. ① 

2.Comment mettre en relief un élément d’une phrase ? 

c’est… qui, c’est… que  

C’est Lucas qui est parti au Mexique. C’est au Brésil qu’

il est allé en 2014. ② 

3.Comment former et utiliser la forme passive ? a été 

inventé, étaient envoyées… 

Le téléphone a été inventé en 1876. ① 

4.Comment former et utiliser la forme passive ? a été 

inventé, étaient envoyées… 

Le téléphone a été inventé en 1876. ② 

5.Comment exprimer la négation ? ne… rien, ne… plus, 

ne… personne… 

Tu n’iras ni chez Léo ni à l’entraînement !  ① 

6.Comment exprimer la négation ? ne… rien, ne… plus, 

ne… personne… 

Tu n’iras ni chez Léo ni à l’entraînement !  ② 

7.Quels articulateurs logiques pour exprimer la cause, la 

conséquence et le but ? 

grâce à, donc, afin de… A cause de la neige, mon train a 

été annulé. ① 
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【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。シナリオの音読を十分に行うと共に、授業で扱う部分の分からない単語を調べ、大

まかな意味を取ってくること(目安 30-60 分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.今後の課題と発展的学習 

2.～12 

毎回指定する部分のテキストを読みながら、各音素、リズム

グループのまとまりというように発音を練習。 文の意味を取

り、文の構造を理解する。文法の確認も適宜行う。 重要な

表現を覚えて、作文、会話などに応用していく。 

13.学習内容のまとめ 

14.課題の解説 

 

【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。シナリオの音読を十分に行うと共に、授業で扱う部分の分からない単語を調べ、大

まかな意味を取ってくること(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.Les Parapluies de Cherbourg 

 Jacques Demy 

 1987 年 \1,760 978-4-560-01110-2 

  

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】 

演習 
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8.Quels articulateurs logiques pour exprimer la cause, la 

conséquence et le but ? 

grâce à, donc, afin de… A cause de la neige, mon train a 

été annulé. ② 

9.Quels articulateurs logiques pour l’opposition et la 

concession ?  

par contre, bien que, à la place de, quand même… 

Nous espérons quand même que vous continuerez à nous 

accorder votre confiance. ① 

10.Quels articulateurs logiques pour l’opposition et la 

concession ?  

par contre, bien que, à la place de, quand même… 

Nous espérons quand même que vous continuerez à nous 

accorder votre confiance. ② 

11.Quels articulateurs logiques pour l’opposition et la 

concession ?  

par contre, bien que, à la place de, quand même… 

Nous espérons quand même que vous continuerez à nous 

accorder votre confiance. ③ 

12.Les pronoms compléments y, en, le pour remplacer une 

préposition 

Oui, je le pense. J’en ai besoin. J’y tiens. ① 

13.Les pronoms compléments y, en, le pour remplacer une 

préposition 

Oui, je le pense. J’en ai besoin. J’y tiens. ② 

14.Evaluation 

【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時ー１４時２０分 （Ⅲ、Ⅳ限の授業時間を除く） 

【教材】 

Vocabulaire essentiel du français B1 Éditions 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。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、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】 

特別な要件はない。 

１年間に初級から中級までの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向け。

１ｂ、１ｃを同時に履修することも可。再履修可。 

【授業の形式】 

演習、パソコンや CD など視聴覚機器を使用。 
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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】 

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.単語と文法の確認 

8.７課  不規則変化動詞 fare, andare, venire, dare, dire, 

stare, uscire 

9.８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 10 課  間接補語人称代名詞 

13.第 11 課  再帰動詞、比較 

14.前期の学習内容のまとめ 

 

【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。 

単語と文法の復習プリントを毎回宿題とし、次回で確認する。 

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.単語と文法の確認 

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.後期の学習内容のまとめ 

 

【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。 

単語と文法の復習プリントを毎回宿題とし、次回で確認する。 

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】 

オフィスアワー  月・水  １２：００～１２：４０  教員室    左記以外の時間帯については個別に受け付けます。 

【教材】 

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。  

テキストはできれば各自用意すること。用意できない場合は最寄りの書店へまとめて注文します。 
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8.Quels articulateurs logiques pour exprimer la cause, la 

conséquence et le but ? 

grâce à, donc, afin de… A cause de la neige, mon train a 

été annulé. ② 

9.Quels articulateurs logiques pour l’opposition et la 

concession ?  

par contre, bien que, à la place de, quand même… 

Nous espérons quand même que vous continuerez à nous 

accorder votre confiance. ① 

10.Quels articulateurs logiques pour l’opposition et la 

concession ?  

par contre, bien que, à la place de, quand même… 

Nous espérons quand même que vous continuerez à nous 

accorder votre confiance. ② 

11.Quels articulateurs logiques pour l’opposition et la 

concession ?  

par contre, bien que, à la place de, quand même… 

Nous espérons quand même que vous continuerez à nous 

accorder votre confiance. ③ 

12.Les pronoms compléments y, en, le pour remplacer une 

préposition 

Oui, je le pense. J’en ai besoin. J’y tiens. ① 

13.Les pronoms compléments y, en, le pour remplacer une 

préposition 

Oui, je le pense. J’en ai besoin. J’y tiens. ② 

14.Evaluation 

【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時ー１４時２０分 （Ⅲ、Ⅳ限の授業時間を除く） 

【教材】 

Vocabulaire essentiel du français B1 Éditions 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。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、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】 

特別な要件はない。 

１年間に初級から中級までの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向け。

１ｂ、１ｃを同時に履修することも可。再履修可。 

【授業の形式】 

演習、パソコンや CD など視聴覚機器を使用。 
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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】 

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,Lei; 動 詞 essere,chiamarsi, 

abitare,studiare,lavorare;前置詞 di,a. 

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. 

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. 

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. 

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. 

6.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 

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 

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

essere,fare,lavorare の活用 

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
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essere,fare,lavorare の活用 

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 

11.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） 

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） 

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 
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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】 

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,Lei; 動 詞 essere,chiamarsi, 

abitare,studiare,lavorare;前置詞 di,a. 

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. 

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. 

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. 

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. 

6.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 

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 

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

essere,fare,lavorare の活用 

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
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【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】 

金曜日 14:00-17:00 調布教員室 

【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】 

特別な要件はない。 

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。１ａと異なり、条件法や関係代名詞などは

やりません。１ａ、１ｂを同時に履修することも可。再履修可。 

【授業の形式】 

演習、パソコンや CD など視聴覚機器を使用。 

【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         

2.第１課 名詞と冠詞          

3.第２・３課 動詞 essere、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.単語と文法の確認 

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 
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11.第 10 課 「-ire」動詞－不規則活用 

12.第 11・12 課  名詞と冠詞と形容詞の複数形、時刻 

13.第 13 課 補助動詞 

14.前期の学習内容のまとめ 

【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。 

単語と文法の復習プリントを毎回宿題とし、次回で確認する。 

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                            

6.第 20 課 時制       

7.第 21 課 所有形容詞 

8.単語と文法の確認 

9.第 22 課 直接補語人称代名詞 

10.第 23 課 間接補語人称代名詞 

11.第 24・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.後期の学習内容のまとめ 

【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。単語と文法の復習プリントを毎回宿題とし、次回で確認する。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】 

オフィスアワー 月・水 １２：００～１２：４０ 教員室。上記以外の時間帯については個別に受け付けます。 

【教材】 

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。 

テキストはできれば各自用意すること。用意できない場合は最寄りの書店へまとめて注文します。 

 

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】 

初級文法の復習からはじめて中・上級レベルを学習する。合わせてイタリア語の文章を読む。毎回、イタリア語の語彙、文法、

読解、カンツォーネ、オペラ、映画の視聴を通じて、楽しみながらよりいっそうイタリア語に親しむことを目指す。 

 

【到達目標】 

文法は、初級の復習からはじめて、受動態、関係代名詞、条件法、接続法、仮定文、遠過去など中・上級まで進むことを目標

とする。読解は、イタリア語の読み物やイタリア・オペラの作曲家とアリアの解説文を通して、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。初級文法を以前学習したが、よく覚えていな

い人、きちんと基本をおさえたい人のため、前期はよく使われる初級文法の復習から始めます。 
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【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】 

金曜日 14:00-17:00 調布教員室 

【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】 

特別な要件はない。 

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。１ａと異なり、条件法や関係代名詞などは

やりません。１ａ、１ｂを同時に履修することも可。再履修可。 

【授業の形式】 

演習、パソコンや CD など視聴覚機器を使用。 

【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         

2.第１課 名詞と冠詞          

3.第２・３課 動詞 essere、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.単語と文法の確認 

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 

61



 62

【授業の形式】 

演習、パソコンや CD など視聴覚機器を使用。 

【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.補助動詞の直説法現在、補語人称代名詞、補語人称代

名詞の結合形、使役の fare 

2.直説法近過去、再帰動詞、ne, ci(vi)、〈動詞＋前置詞＋

不定詞〉の表現 

3.直説法未来、前未来、ジェルンディオ、時間に関する表

現 

4.直説法半過去、大過去、形容詞の比較級と最上級、副

詞の比較級と最上級、比較級の di と che、特別な形の比較

級と最上級 

5.１．命令法、受動態、非人称構文、関係代名詞、関係副

詞 

２．Lettura １ 

6.文法と読解の確認 

7.１．接続法現在と接続法過去 

２．Lettura ２ 

8.１．接続法現在と接続法過去 

２．Lettura ３ 

9.１．条件法現在と条件法過去 

２．Lettura ４ 

10.１．条件法現在と条件法過去 

２．Lettura ５ 

11.１．接続法半過去と接続法大過去 

２．Lettura ６ 

12.１．条件文（仮定法） 

２．Lettura ７ 

13.１．直説法遠過去と直説法前過去 

２．Lettura ８ 

14.文法と読解の確認 

 

【事前・事後学習-前期】 

文法については、シラバスをみて次回の内容を予習しておくこと。読解については、毎回宿題を課すので、必ず調べておくこ

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】 

1.１．W.A. Mozart da《Le nozze di Figaro》 

２．Lettura 9 

2.１．W.A. Mozart da《Don Giovanni》 

２．Lettura 10 

3.１．G. Rossini da《Il barbiere di Siviglia》 

２．Lettura 11 

4.１．G. Rossini da《Il barbiere di Siviglia》 

２．Lettura 12 

5.１．V. Bellini da《La sonnambula》 

２．Lettura 13 

6.１．G. Donizetti da《L'elisir d'amore》 

２．Lettura 14 

7.文法と読解の確認 

8.１．G. Verdi da《Rigoletto》 

２．Lettura 15 

9.１．G. Verdi da《Il trovatore》 

２．Lettura 16 

10.１．G. Puccini da《Tosca》 

２．Lettura 17 

11.１．R. Leoncavallo da《I pagliacci》 

２．Lettura 18 

12.１．G. Puccini da《La Boheme》 

２．Lettura 19  

13.１．G. Puccini da《Giovanni Schicchi》 

２．Lettura 20 

14.文法と読解の確認 
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【事前・事後学習-後期】 

文法については、シラバスをみて次回の内容を予習しておくこと。 

読解については、毎回宿題を課すので、必ず調べておくこと。 

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】 

オフィスアワー 月・水 １２：００～１２：４０ 教員室。上記以外の時間帯については個別に受け付けます。 

【教材】 

文法：『イタリア語のスタート文法と練習』（白水社）、森田学『イタリア語のルール』、《イタリア語のドリル》（白水社）。 

読解：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）、L'italiano all'opera. attivita 

linguistiche attraverso 15 arie famose（Bonacci editore）。 

その他、適宜プリントを配布する。 

 

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】 

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 
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【授業の形式】 

演習、パソコンや CD など視聴覚機器を使用。 

【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.補助動詞の直説法現在、補語人称代名詞、補語人称代

名詞の結合形、使役の fare 

2.直説法近過去、再帰動詞、ne, ci(vi)、〈動詞＋前置詞＋

不定詞〉の表現 

3.直説法未来、前未来、ジェルンディオ、時間に関する表

現 

4.直説法半過去、大過去、形容詞の比較級と最上級、副

詞の比較級と最上級、比較級の di と che、特別な形の比較

級と最上級 

5.１．命令法、受動態、非人称構文、関係代名詞、関係副

詞 

２．Lettura １ 

6.文法と読解の確認 

7.１．接続法現在と接続法過去 

２．Lettura ２ 

8.１．接続法現在と接続法過去 

２．Lettura ３ 

9.１．条件法現在と条件法過去 

２．Lettura ４ 

10.１．条件法現在と条件法過去 

２．Lettura ５ 

11.１．接続法半過去と接続法大過去 

２．Lettura ６ 

12.１．条件文（仮定法） 

２．Lettura ７ 

13.１．直説法遠過去と直説法前過去 

２．Lettura ８ 

14.文法と読解の確認 

 

【事前・事後学習-前期】 

文法については、シラバスをみて次回の内容を予習しておくこと。読解については、毎回宿題を課すので、必ず調べておくこ

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】 

1.１．W.A. Mozart da《Le nozze di Figaro》 

２．Lettura 9 

2.１．W.A. Mozart da《Don Giovanni》 

２．Lettura 10 

3.１．G. Rossini da《Il barbiere di Siviglia》 

２．Lettura 11 

4.１．G. Rossini da《Il barbiere di Siviglia》 

２．Lettura 12 

5.１．V. Bellini da《La sonnambula》 

２．Lettura 13 

6.１．G. Donizetti da《L'elisir d'amore》 

２．Lettura 14 

7.文法と読解の確認 

8.１．G. Verdi da《Rigoletto》 

２．Lettura 15 

9.１．G. Verdi da《Il trovatore》 

２．Lettura 16 

10.１．G. Puccini da《Tosca》 

２．Lettura 17 

11.１．R. Leoncavallo da《I pagliacci》 

２．Lettura 18 

12.１．G. Puccini da《La Boheme》 

２．Lettura 19  

13.１．G. Puccini da《Giovanni Schicchi》 

２．Lettura 20 

14.文法と読解の確認 

 

63



 64

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 

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 

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 

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 

6.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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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】 

オフィスアワーは特に定めないが、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 粒良 麻央  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】 

初めてイタリア語を学ぶ学生を対象として、初級文法を中心に、発音や基本的な語彙などイタリア語の基礎を習得します。授

業では教科書に沿ってスキットの音読と内容の確認、文法事項の解説、練習問題を行い、簡単な文の読み書きや日常会話に

必要な文法事項を一年間で学習します。 

具体的には名詞や形容詞の性と数の区別、動詞の時制や人称変化などを、解説と練習問題によって確実に身につけるのが

目標です。 

【到達目標】 

動詞の直説法現在・近過去・半過去・大過去・未来、再帰動詞、命令法、ジェルンディオ、条件法など、初～中級レベルの文

法事項を習得する。平易な文や会話を正しく読み書きできるようになる。 
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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 

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 

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 

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 

6.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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特別な予備知識は必要ありません。基本的には初学者を対象としますが、初級イタリア語の復習を目的とした既修者の参加も

可とします。 

【授業の形式】 

演習を中心とします。発音練習や質疑応答、練習問題への取り組みなど、積極的な授業参加が求められます。必要に応じ、

音声教材をはじめとする各種視聴覚資料を利用します。 

【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 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

全授業回数の 3 分の 1 以上欠席した場合、原則として不可となります。 

【授業展開と内容-前期】 

1.発音とアクセント、挨拶 

2.名詞の性と数、冠詞 

3.規則動詞-are の直説法現在、疑問文と否定文 

4.規則動詞-are の直説法現在、疑問文と否定文 

5.規則動詞-ere と-ire の直説法現在、数詞 

6.不規則動詞 andare の直説法現在、前置詞 

7.essere と avere の直説法現在、形容詞 

8.存在を示す表現、指示代名詞／指示形容詞 

9.冠詞のまとめ、所有形容詞 

10.従属動詞 

11.直接目的語の代名詞 

12.不規則動詞の直説法現在 

13.間接目的語の代名詞、動詞 piacere 

14.前期の内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で出された課題に取り組み、授業内容の復習を行うこと（目安として 30-60 分）。 

次回の授業までに質問等があればまとめてくること。 

NHK テレビやラジオ講座、インターネット等各種メディアを利用し、授業外でもイタリア語に親しむ機会を作ることを推奨します。 

【授業展開と内容-後期】 

1.直説法近過去 

2.直説法近過去 

3.関係詞 

4.再帰動詞 

5.再帰動詞の近過去 

6.直説法半過去 

7.直説法半過去と大過去 

8.直説法未来 

9.比較の表現 

10.命令法 

11.ジェルンディオ 

12.条件法現在 

13.受動態 

14.後期の内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で出された課題に取り組み、授業内容の復習を行うこと（目安として 30-60 分）。次回の授業までに質問があればまとめ

てくること。 

NHK テレビやラジオ講座、インターネット等各種メディアを利用し、授業外でもイタリア語に親しむ機会を作ることを推奨します。 

【オフィスアワー】 

木曜日 調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【教材】 

教科書：『最新 ア・ゾンゾ更新改訂版（CD 付）－イタリア語そぞろ歩き－』（一ノ瀬俊和著、朝日出版社、2013 年、ISBN 

9784255553198、税込 2,310 円）ほか、追加教材を配布する場合があります。 

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：『1 からはじめるイタリア語練習（CD 付新装版）』（白崎容子著、白水社、2003 年） 
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