
2019-SJ00009751-01中国語Ⅰ「MN」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・１時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

謝　平

◎－－－　概要　－－－◎

　中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。
　中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。
　1冊の教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAで
は会話文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同
じテーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中
国語を学習することになり、中国語に対する理解をより深める
ことができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得し
やすくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
教科書の指定したところを事前に音読できるようになっておく
こと(45分以上)、授業で学んだ内容を再度確認し、ピンイン・
簡体字で表記できるようにすること(45分以上）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～⑥に到達しており、⑦の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とします。

(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内容
がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になる
ような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に積極的に取り組むこと

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶
　　用語）
7.　第6課「こんにちは！」（挨拶、名前の
　　言い方、動詞述語文など）
8.　第6課「こんにちは！」
9.　第7課「私は中国語を学ぶつもりです。」
　　（助動詞など）
10.　第7課「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課「私は今年19歳です。」（日付の　
　　　言い方など）
12.　第8課「私は今年19歳です。」
13.　第9課「私の家は六人家族です。」（動
　　　詞“有”、反復疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ（口頭試験など）

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課「私の父は忙しい。」（形容詞述
　　　語文など）
18.　第10課「私の父は忙しい。」
19.　第11課「私の家は福岡市にあります。」
　　（動詞“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課「私は朝７時に起きます。」
　　（時刻の言い方、連動文、連体修飾語など）
22.　第12課「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課「私の一週間」
25.　第14課「私は中国に行ったことがありま
　　　せん。」（動態助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課「私は中国に行ったことがありま
　　　せん。」
27.　第15課「私は中国語が話せます。」
　　（助動詞“会”、様態補語など）
28.　第15課「私は中国語が話せます。」
29.　第16課「私は中国語を勉強しています。」
　　（進行形など）
30.　まとめ（口頭試験など）

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-01中国語ⅠＡ「LC」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

トウ　ギョクテイ

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には習得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
①教科書の指定したところを事前に音読できるようになってお
くこと。(45分)
②授業で学んだ例文の日本語の意味を再度確認し、ピンイン・
簡体字で表記できるようにすること。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準：目標①～⑥に到達しており、⑦の態度・志向性
を有しているかどうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法：定期試験および発話・聞き取りテストを60％、
平常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）
2018年度版以前のものとは内容がかなり異なっているので、先輩
から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になる
ような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学の授業は技能訓練のようなトレーニング授業であるので、受
講者は講義を受身的に聞くだけではなく、積極的に発音や会話練
習等に参加することが強く求められる。
毎課の課題文の暗唱によって平常点を取りますので、不参加の場
合は単位の取得が難しくなります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、儿化音、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10. 第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11. 第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12. 第8課　「私は今年19歳です。」
13. 第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑問
文など）
14. 第9課　「私の家は六人家族です。」
15. まとめ

（後期）
16. 前期の復習
17. 第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18. 第10課　「私の父は忙しい。」
19. 第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、介
詞フレーズなど）
20. 第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21. 第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）
22. 第12課　「私は朝７時に起きます。」
23. 第13課　「私の一週間」（時間量など）
24. 第13課　「私の一週間」
25. 第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（助詞
“了”と“ ”など）
26. 第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27. 第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様態
補語など）
28. 第15課　「私は中国語が話せます。」
29. 第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形など）
30. まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-02中国語ⅠＡ「LH・G全」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

大澤　武司

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。中国語を初めて学ぶ場合、特
に大切なのは発音の練習です。事前にその週の授業で学ぶテキ
ストの内容を確認すると同時に（予習30分）、事後、その週の
授業で学んだ内容を繰り返し発声して、発音の復習をしてくだ
さい（復習60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
します。(2) 評価方法定期試験および発話・聞き取りテストを
60％、平常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価す
る。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著
者］福岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のもの
とは内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けな
いこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習
の参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中はスマートホンなどの辞書アプリを利用することは
禁止します。中国語を初めて学ぶ場合、電子辞書ではな
く、紙媒体の辞書の利用をおすすめします。詳しくは授業
で紹介します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）1.　オリエンテーション2.　第1課　発音1（単母
音、声調）3.　第2課　発音2（子音）4.　第3課　発音3
（複合母音）5.　第4課　発音4（鼻母音）6.　第5課　発音
5（声調の変化、アル化、挨拶用語）7.　第6課　「こんに
ちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文など）8.　第
6課　「こんにちは！」9.　第7課　「私は中国語を学ぶつ
もりです。」（助動詞など）10.　第7課　「私は中国語を
学ぶつもりです。」11.　第8課　「私は今年19歳です。」
（日付の言い方など）12.　第8課　「私は今年19歳で
す。」13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞
“有”、反復疑問文など）14.　第9課　「私の家は六人家
族です。」15.　まとめ（後期）16.　前期の復習17.　第10
課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）18.　第
10課　「私の父は忙しい。」19.　第11課　「私の家は福
岡市にあります。」（動詞“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」21.　第12
課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）22.　第12課　「私は朝７時に起き
ます。」23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）24.
　第13課　「私の一週間」25.　第14課　「私は中国に
行ったことがありません。」（動態助詞“了”と“ ”な
ど）26.　第14課　「私は中国に行ったことがありませ
ん。」27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動
詞“会”、様態補語など）28.　第15課　「私は中国語が
話せます。」29.　第16課　「私は中国語を勉強していま
す。」（進行形など）30.　まとめ
＊なお、授業計画は学びの進度によって調整する場合もあ
ります。

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-03中国語ⅠＡ「LJ」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

宮下　尚子

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと
毎回、次回に学習予定の箇所の単語練習プリントを宿題として
配布します。それを、予習の一部とみなします。（45分）
毎回、授業終了時に、既習項目の文法プリント、もしくはポイ
ントによる練習問題あるいは教科書の練習問題を宿題として課
します。それを復習の一部とみなします。 （45分）
毎回、授業開始時に既習項目の確認テストを行います。しっか
り準備して臨みましょう。
 

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
する。(2) 評価方法定期試験および発話・聞き取りテストを
60％、平常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価す
る。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著者］福
岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂［その他］価格
2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内容がかなり異
なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になる
ような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

(1)授業には積極的姿勢で取り組む。
(2)受講マナーを守る。
(3)今回の講義用のテキストを購入する。（書名は「漢語課本
2019」です。改訂があるので、再履修の学生も必ず今年度版を購
入してください。）
(4)正当な理由のない欠席や遅刻は評価に影響します。試合、病
気等の欠席については個別に考慮します。 ））

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑
問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ
（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-04中国語ⅠＡ「LP1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

荒木　雪葉

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。予習：次の回で行う単語・会
話・本文の内容を把握する。テキスト付属の音声ファイルを参
考にして発音を練習する。（45分） 復習：会話や本文の暗唱を
繰り返し行う。練習問題を見直し、小テストの準備をする。
（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
する。(2) 評価方法
　定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業
態度、小テスト等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著
者］福岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のもの
とは内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けな
いこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習
の参考になるような資料をアップしています。



2019-SJ00009752-05中国語ⅠＡ「LP2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

ホウ　ラメイ

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行います。
中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするように、
会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズに発
音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。また、
発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身につ
け、中国語で自己紹介ができるような練習をします。
　1冊の教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAで
は会話文・会話練習及び語法が教材となります。同じ内容を異
なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を学習す
ることになり、中国語に対する理解をより深めることができま
す。学ぶ単語も重なりますので学生には覚えやすくなると考え
ています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
発音・文法の回では、授業の冒頭文で新出単語の小テスト（リ
スニング）を行う。そのため、最低限、新出単語の意味や発
音、中国語表記を覚えておく必要がある。
練習・会話の回では、授業の後半部分で2人1組で会話の実践練
習を行う。教員が1組ずつチェックし、点数をつけるので、事前
にしっかりと発音できるように練習しておく必要がある。
時間外での言語教育研究センターのe-learning講座ネットアカデ
ミー２に収められた中国語学習教材の積極的な利用を勧める。
https://netacademy-2.llc.fukuoka-u.ac.jp/anet2/login.aspx

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
(1) 評価基準
目標①～⑥に到達しており、⑦の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著者］
福岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂 ［その他］
価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内容がかなり
異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中
国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考に
なるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

（1)毎回、授業中に小テストを実施する。
（2)教科書には音声データが付属している。予習、復習時には
有効に活用してもらう。何度も聞くことで、効果は更に上が
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復
疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-06中国語ⅠＡ「LE1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

王　雲燕

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準目標①～⑥に到達しており、⑦の態度・志向性を
有しているかどうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平
常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著
者］福岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のもの
とは内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けな
いこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習
の参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）1.　オリエンテーション2.　第1課　発音1（単母
音、声調）3.　第2課　発音2（子音）4.　第3課　発音3
（複合母音）5.　第4課　発音4（鼻母音）6.　第5課　発音
5（声調の変化、アル化、挨拶用語）7.　第6課　「こんに
ちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文など）8.　第
6課　「こんにちは！」9.　第7課　「私は中国語を学ぶつ
もりです。」（助動詞など）10.　第7課　「私は中国語を
学ぶつもりです。」11.　第8課　「私は今年19歳です。」
（日付の言い方など）12.　第8課　「私は今年19歳で
す。」13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞
“有”、反復疑問文など）14.　第9課　「私の家は六人家
族です。」15.　まとめ（後期）16.　前期の復習17.　第10
課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）18.　第
10課　「私の父は忙しい。」19.　第11課　「私の家は福
岡市にあります。」（動詞“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」21.　第12
課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）22.　第12課　「私は朝７時に起き
ます。」23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）24.
　第13課　「私の一週間」25.　第14課　「私は中国に
行ったことがありません。」（動態助詞“了”と“ ”な
ど）26.　第14課　「私は中国に行ったことがありませ
ん。」27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動
詞“会”、様態補語など）28.　第15課　「私は中国語が
話せます。」29.　第16課　「私は中国語を勉強していま
す。」（進行形など）30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-07中国語ⅠＡ「LE2・LG・LF」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

アイネル　バラティ

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
予習：教科書の指定したところを事前に音読できるようになっ
ておく（45分）。
復讐：授業で学んだ例文の日本語の意味を再度確認し、ピンイ
ン・簡体字で表記できるようにする(45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準　
目標①～⑥に到達しており、⑦の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のもの
とは内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けな
いこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回授業開始前に前回の復習を行うこと

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動
詞述語文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞
など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」11.　第8
課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、
反復疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文な
ど）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞
“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」21.　第12
課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）24.　第13課
　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
（動態助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞
“会”、様態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行
形など）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-08中国語ⅠＡ「LA1」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限, 金・２時限　　試験時間割：2019/07/27　１時限　　

謝　平

◎－－－　概要　－－－◎

　中国語の入門クラスです。
　中国語は、日本語と同じく漢字を使っていますが、発音は日
本語と大分異なって、難しく感じられるのかもしれません。そ
のため、最初の段階ではよく聞いて発音を繰り返して練習する
ことが必要です。
　本授業はテキスト（『漢語課本2018』）に加えて、リスニン
グのテキスト（『听得懂 』）も使い、中国語の基礎をしっかり
身につけましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。習っ
た単語・表現を簡体字で正しく書けること。(技能)

④教科書で学ぶ中国語の会話・本文の発音を聞き分けられる。
(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語の会話・本文が概ね正確に発音できる。
(技能)

⑥教科書にならって、基本挨拶、日常会話、自己紹介ができ
る。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回予習・復習を怠らないこと。
(1) 事前に学習予定の内容に目を通し、録音を聞きながら、発
音できるよう
　　に練習しておく（45分以上）。
(2)勉強した内容を録音について熟読し、できれば暗誦する。
習った単　語、
　  表現のピンイン・簡体字を覚えること（45分以上）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

(1)評価基準
　目標①～⑥に到達しており、⑦の態度・志向性を有している
かどうかを評価の基準とします。

(2)評価方法
　定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業
態度、小テスト等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『漢語課本2019』（金星堂）（福岡大学中国
語教科書研究チーム）
 ￥2800+税
『听得懂 』（白帝社）（劉・陳・梁著）
 ￥2800＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に積極的に取り組むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　授業ガイダンス 講義の進め方、中国・中国
　　語について 単母音①
2　『漢語課本』第1課単母音の復習と声調
3　『漢語課本』第1課の復習
　　ヒアリング『听得懂 ?』発音1
　　『漢語課本』第2課子音前半
5　『漢語課本』第2課子音後半
 　　ヒアリング『听得懂 ?』発音4、発音5
6　『漢語課本』第3課複母音
7　『漢語課本』第3課復習
8　ヒアリング『听得懂 ?』発音2
9　『漢語課本』第4課鼻母音　
　　ヒアリング『听得懂 ?』発音3
10　『漢語課本』第4課復習
11　『漢語課本』第5課声調の変化、挨拶用語と
　　　教室用語ヒアリング『听得懂 ?』発音6
12　『漢語課本』第1-5課復習
13　発音編の小テスト
14　ヒアリング『听得懂 ?』発音7
15　ヒアリング『听得懂 ?』発音8
16　『漢語課本』第6課名前の言い方
17　『漢語課本』第6課自己紹介の仕方
18　第6課の小テスト
　　 ヒアリング『听得懂 ?』発音9
19　『漢語課本』第7課動詞と疑問詞の使い方
20　『漢語課本』第7課復習
21　ヒアリング『听得懂 ?』総合練習
22　『漢語課本』第8課日付の言い方
23　『漢語課本』第8課年齢の言い方
24　『漢語課本』第7-8課復習
　　ヒアリング『听得懂 ?』を使って復習
25　『漢語課本』第7-8課の小テスト
26　『漢語課本』第9課家族の紹介
27　『漢語課本』第9課「所有」と「存在」
　　　ヒアリング『听得懂 ?』を使って復習
28　『漢語課本』第9課復習
　　　前期口頭試験の課題づくり
29　口頭試験
30　総合復習

* 授業の進展状況によって、多少調整する可脳性がある。



2019-SJ00009752-09中国語ⅠＡ「LA2」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限, 金・２時限　　試験時間割：2019/07/27　１時限　　

オウ　イクブン

◎－－－　概要　－－－◎

中国語の入門クラスである。漢字は親しみ易い一方で、初めて
の発音練習は少しきつい面もある。よく聞いて、何度も繰り返
し練習すれば、発音はきっとよくなる。同じテーマを会話と講
読という異なるスタイルで学ぶので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できる。基本テキスト（『漢語課本2019』）に加えて、リスニ
ングのテキストも使い、これからの中国語の学習に堅実な基盤
を築く。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①中国語の音声表記であるピンインをマスターする：ピンイン
を見て発音でき、発音を聞いてピンインで書けるようになる。
(技能)

②リスニングの強化訓練を通し、中国語の発音やイントネー
ションに早めに慣れる。(技能)

③自己紹介や家族紹介、日常的な挨拶などができるようにな
る。 (知識・理解)

④中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
予習：事前に学習予定の内容に目を通し、録音を聞きながら、
発音できるように練習しておく。次回の授業範囲の内容を日本
語に訳せるように予習しておくこと。 （45分）。
復習：授業で出てきた句形や語法を整理し確認して復習するこ
と。録音について既習会話文を朗読し、文法と単語を暗誦でき
るように復習する（45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～③に到達しており、④の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『漢語課本2019』（金星堂）（福岡大学中国語教科書研究
チーム）　 　￥2800+税
『听得懂 （ティンダドンマ）？』（白帝社）（劉・陳・梁
著）
ISBN978-4-89174-418-2　￥2800＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習
の参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

①受講者は講義を受身的に聞くだけではなく、積極的に発
音や会話練習等に参加することが強く求められる。
②本文や語法の例文を繰り返し朗読し暗唱すること。
③音声ファイルをダウンロードして活用すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1、授業ガイダンス：講義の進め方、中国・中国語について
　単母音① 　
2『漢語課本』第1課単母音の復習と声調
3『漢語課本』第1課の復習
　ヒアリング『听得懂 ?』発音1
4『漢語課本』第2課子音前半　
5『漢語課本』第2課子音後半
　ヒアリング『听得懂 ?』発音4、発音5
6『漢語課本』第3課複母音　　　　
7『漢語課本』第3課復習　　　　
8　ヒアリング『听得懂 ?』発音2 　　　　
9『漢語課本』第4課鼻母音
　ヒアリング『听得懂 ?』発音3
10『漢語課本』第4課復習
11『漢語課本』第5課声調の変化、挨拶用語と教室用語ヒア
リング『听得懂 ?』発音6　12『漢語課本』第1-5課復習
13　発音編の小テスト
14 ヒアリング『听得懂 ?』発音7
15 ヒアリング『听得懂 ?』発音8
16『漢語課本』第6課名前の言い方
17『漢語課本』第6課自己紹介の仕方
18　第6課の小テスト
　　ヒアリング『听得懂 ?』発音9
19『漢語課本』第7課動詞と疑問詞の使い方
20『漢語課本』第7課復習　
21　ヒアリング『听得懂 ?』総合練習
22『漢語課本』第8課日付の言い方　
23『漢語課本』第8課年齢の言い方　
24『漢語課本』第7-8課復習
　　ヒアリング『听得懂 ?』を使って復習
25『漢語課本』第7-8課の小テスト
26『漢語課本』第9課家族の紹介
27『漢語課本』第9課「所有」と「存在」の表現　ヒアリン
グ『听得懂 ?』を使って復習
28『漢語課本』第9課復習
　　前期口頭試験の課題づくり
29　口頭試験
30　総合復習
　*授業の進展状況によって、多少調整する可能性がある。



2019-SJ00009752-10中国語ⅠＡ「JJ1-3・MM1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・２時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

シュク　リ

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。
中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするように、
会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズに発
音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。また、
発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身につ
け、中国語で自己紹介ができるような練習をします。
1冊の教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは
会話文・会話練習及び語法が教材となります。同じ内容を異な
るスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を学習する
ことになり、中国語に対する理解をより深めることができま
す。学ぶ単語も重なりますので学生には覚えやすくなると考え
ています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理解)

中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音でき
る。(技能)

ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技能)

教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己紹
介ができる。(技能)

中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
予習：次回の内容に目を通して、発音できるようにしておくこ
と。(20分程度)
復習：音声データについて発音と読む練習を繰り返して行い、
知識点を含む本文などを暗唱できるようにすること。(30分程
度)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～⑥に到達しており、⑦の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2017年度版以前のものとは内容
がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になる
ような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、授業開始する前、会話練習を行うため、前回の内容をきち
んと復習すること。
また、学習状況に応じて、授業計画を調整する可能性がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文
など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑
問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、介
詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態助
詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様態
補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　会話課題発表
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-11中国語ⅠＡ「JJ4-5・MM2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・２時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

大澤　武司

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。中国語を初めて学ぶ場合、特
に大切なのは発音の練習です。事前にその週の授業で学ぶテキ
ストの内容を確認すると同時に（30分）、事後、その週の授業
で学んだ内容を繰り返し発声して、発音の復習をしてください
（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
します。(2) 評価方法定期試験および発話・聞き取りテストを
60％、平常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価す
る。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著
者］福岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のもの
とは内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けな
いこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習
の参考になるような資料をアップしています

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中はスマートホンなどの辞書アプリを利用することは
禁止します。中国語を初めて学ぶ場合、電子辞書ではな
く、紙媒体の辞書の利用をおすすめします。詳しくは授業
で紹介します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）1.　オリエンテーション2.　第1課　発音1（単母
音、声調）3.　第2課　発音2（子音）4.　第3課　発音3
（複合母音）5.　第4課　発音4（鼻母音）6.　第5課　発音
5（声調の変化、アル化、挨拶用語）7.　第6課　「こんに
ちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文など）8.　第
6課　「こんにちは！」9.　第7課　「私は中国語を学ぶつ
もりです。」（助動詞など）10.　第7課　「私は中国語を
学ぶつもりです。」11.　第8課　「私は今年19歳です。」
（日付の言い方など）12.　第8課　「私は今年19歳で
す。」13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞
“有”、反復疑問文など）14.　第9課　「私の家は六人家
族です。」15.　まとめ（後期）16.　前期の復習17.　第10
課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）18.　第
10課　「私の父は忙しい。」19.　第11課　「私の家は福
岡市にあります。」（動詞“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」21.　第12
課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）22.　第12課　「私は朝７時に起き
ます。」23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）24.
　第13課　「私の一週間」25.　第14課　「私は中国に
行ったことがありません。」（動態助詞“了”と“ ”な
ど）26.　第14課　「私は中国に行ったことがありませ
ん。」27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動
詞“会”、様態補語など）28.　第15課　「私は中国語が
話せます。」29.　第16課　「私は中国語を勉強していま
す。」（進行形など）30.　まとめ
＊なお、授業計画は学習の進度によって調整する場合もあ
ります。

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-12中国語ⅠＡ「JJ6-8」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・５時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

羽田　ジェシカ

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
宿題・小テストの範囲を毎回確認する。
宿題及び小テストに取り組むことによって復習・予習を行う。
指定した範囲をきちんと勉強・練習して授業にのぞむ。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
する。(2) 評価方法定期試験および発話・聞き取りテストを
60％、平常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価す
る。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著者］福岡大
学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂［その他］価格2,800円
（税別）。2018年度版以前のものとは内容がかなり異なっているの
で、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国語］
のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になるような資
料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回授業の初めに小テストを行います。
・かならず授業に出席し、学習内容の習得に積極的に取り組みましょ
う。
・外国語をしっかりと身につける最良の方法は、毎日少しずつ繰り返
し練習を積み重ねていくことです。教科書の音声ファイルを活用し、
声を出して毎日最低15分の練習をしましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

(前期)

1. オリエンテーション
2. 第1課 発音1 (単母音、声調)
3. 第2課 発音2 (子音)
4. 第3課 発音3 (複合母音)
5. 第4課 発音4 (鼻母音)
6. 第5課 発音5 (声調の変化、アル化、挨拶用語)
7. 第6課 「こんにちは!」(挨拶、名前の言い方、動詞述語文など)
8. 第6課 「こんにちは!」
9. 第7課 「私は中国語を学ぶつもりです。」(助動詞など)
10. 第7課 「私は中国語を学ぶつもりです。」
11. 第8課 「私は今年19歳です。」(日付の言い方など)
12. 第8課 「私は今年19歳です。」
13. 第9課 「私の家は六人家族です。」(動詞“有”、反復疑問文など)
14. 第9課 「私の家は六人家族です。」
15. まとめ

(後期)

16. 前期の復習
17. 第10課 「私の父は忙しいです。」(形容詞述語文なと )
18. 第10課 「私の父は忙しいです。」
19. 第11課 「私の家は福岡市にあります。」(動詞“在”、介詞フレー
ス など)
20. 第11課 「私の家は福岡市にあります。」
21. 第12課 「私は朝7時に起きます。」 (時刻の言い方、連動文、連体
修飾語など)
22. 第12課 「私は朝7時に起きます。」
23. 第13課 「私の一週間」(時間量など)
24. 第13課 「私の一週間」
25. 第14課 「私は中国に行ったことがありません。」(動態助詞“了”
と“ ”）
26. 第14課 「私は中国に行ったことか ありません。」
27. 第15課 「私は中国語か 話せます。」 (助動詞“会”、様態補語な
と )
28. 第15課 「私は中国語か 話せます。」
29. 第16課 「私は中国語を勉強しています。」(進行形なと )

30. まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-13中国語ⅠＡ「JJ9-10」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・５時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

龍　一夫

◎－－－　概要　－－－◎

　中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。
　中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。
　1冊の教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAで
は会話文・会話練習及び語法が教材となります。同じ内容を異
なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を学習す
ることになり、中国語に対する理解をより深めることができま
す。学ぶ単語も重なりますので学生には覚えやすくなると考え
ています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理解)

中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音でき
る。(技能)

ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技能)

教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己紹
介ができる。(技能)

中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。

宿題・小テストの範囲を毎回確認する。宿題及ひ 小テストに取
り組む
ことによって復習・予習を行う。指定した範囲をきちんと勉
強・練習
して授業にのそ む。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
する。(2) 評価方法定期試験および発話・聞き取りテストを
60％、平常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価す
る。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2017年度版以前のものとは内容
がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になるよ
うな資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・かならす 授業に出席し、学習内容の習得に積極的に取り組みま
しょう。
・外国語をしっかりと身につける最良の方法は、毎日少しす つ繰
り返し練習を積み重ねていくことて す。教科書の音声ファイルを
活用し、声を出して毎日最低15分の練習をしましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文
など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑問
文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、介
詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態助
詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様態
補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形など）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-14中国語ⅠＡ「JB」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・１時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

田村　和彦

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。
中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするように、
会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズに発
音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。また、
発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身につ
け、中国語で自己紹介ができるような練習をします。
1冊の教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは
会話文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
教科書の指定したところを事前に音読できるようになっておく
こと(45分)、授業で学んだ例文の日本語の意味を再度確認し、
ピンイン・簡体字で表記できるようにすること(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準目標①～⑥に到達しており、⑦の態度・志向性を
有しているかどうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法　定期試験および発話・聞き取りテストを60％、
平常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著
者］福岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂［そ
の他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内容
がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の
参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学の授業ですので、教室の中だけで学習は完結しません。
積極的に勉強してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
１．オリエンテーション
２．第1課　発音1（単母音、声調）
３．第2課　発音2（子音）
４．第3課　発音3（複合母音）
５．第4課　発音4（鼻母音）
６．第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7．第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述
語文など）
8.第6課　「こんにちは！」
9.第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.第8課　「私は今年19歳です。」
13.第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復
疑問文など）
14.第9課　「私の家は六人家族です。」　
15.まとめ
（後期）
16.前期の復習
17.第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.第10課　「私の父は忙しい。」
19.第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.第12課　「私は朝７時に起きます。」　
23.第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.第13課　「私の一週間」
25.第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）　
26.第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.第15課　「私は中国語が話せます。」　
29.第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-15中国語ⅠＡ「EE」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・２時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

ホウ　ラメイ

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行います。
　中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。
　1冊の教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAで
は会話文・会話練習及び語法が教材となります。同じ内容を異
なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を学習す
ることになり、中国語に対する理解をより深めることができま
す。学ぶ単語も重なりますので学生には覚えやすくなると考え
ています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。発音・文法の回では、授業の
冒頭文で新出単語の小テスト（リスニング）を行う。そのた
め、最低限、新出単語の意味や発音、中国語表記を覚えておく
必要がある。
練習・会話の回では、授業の後半部分で2人1組で会話の実践練
習を行う。教員が1組ずつチェックし、点数をつけるので、事前
にしっかりと発音できるように練習しておく必要がある。
時間外での言語教育研究センターのe-learning講座ネットアカデ
ミー２に収められた中国語学習教材の積極的な利用を勧める。
https://netacademy-2.llc.fukuoka-u.ac.jp/anet2/login.aspx

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
(1) 評価基準
目標①～⑥に到達しており、⑦の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著者］福
岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂 ［その他］価
格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内容がかなり異
なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中
国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考に
なるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

（1)毎回、授業中に小テストを実施する。
（2)教科書には音声データが付属している。予習、復習時には
有効に活用してもらう。何度も聞くことで、効果は更に上が
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復
疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-16中国語ⅠＡ「EI・P全」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・２時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

宮下　尚子

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと
毎回、次回に学習予定の箇所の単語練習プリントを宿題として
配布します。それを、予習の一部とみなします。（45分）
毎回、授業終了時に、既習項目の文法プリント、もしくはポイ
ントによる練習問題あるいは教科書の練習問題を宿題として課
します。それを復習の一部とみなします。 （45分）
毎回、授業開始時に既習項目の確認テストを行います。しっか
り準備して臨みましょう。
 

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
する。(2) 評価方法定期試験および発話・聞き取りテストを
60％、平常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価す
る。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著者］福
岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂［その他］価格
2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内容がかなり異
なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になる
ような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

(1)授業には積極的姿勢で取り組む。
(2)受講マナーを守る。
(3)今回の講義用のテキストを購入する。（書名は「漢語課本
2019」です。改訂があるので、再履修の学生も必ず今年度版を購
入してください。）
(4)正当な理由のない欠席や遅刻は評価に影響します。試合、病
気等の欠席については個別に考慮します。 ））

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑
問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ
（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-17中国語ⅠＡ「CC1-2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・４時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

宮下　尚子

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に予習プリントを渡します。それを参考にして、学ぶ予定
の内容に目を通し、大体の意味を確認しておきましょう。。
毎回、次回に学習予定の箇所の単語練習プリントを宿題として
配布します。それを予習の一部とみなします。 （45分）
毎回、授業終了時に、既習項目の文法プリント、もしくはポイ
ントによる練習問題あるいは教科書の練習問題を宿題として課
します。それを復習の一部とみなします。 （45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
する。(2) 評価方法定期試験および発話・聞き取りテストを
60％、平常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価す
る。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著者］福
岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂［その他］価格
2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内容がかなり異
なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になる
ような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

(1)授業には積極的姿勢で取り組む。
(2)受講マナーを守る。
(3)今回の講義用のテキストを購入する。（書名は「漢語課本
2019」です。改訂があるので、再履修の学生も必ず今年度版を購
入してください。）
(4)正当な理由のない欠席や遅刻は評価に影響します。試合、病
気等の欠席については個別に考慮します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑
問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ
（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-18中国語ⅠＡ「CC3-4」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・４時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

龍　一夫

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
事前学習：毎回の授業終了時に次回で発表する課題を指示す
る。指示された課題を辞書などで調べて完成する。
事後学習：学習済の語彙や文法を活用して新しい一課の発表準
備をする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
する。(2) 評価方法定期試験および発話・聞き取りテストを
60％、平常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価す
る。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著
者］福岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のもの
とは内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けな
いこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学学習の授業は、トレーニング科目であり、実技的習得
の傾向があるので、単語や本文を必ず声に出して読み、授
業では積極的に発話し、勉強した本文等は暗唱するほど復
習すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）1.　オリエンテーション2.　第1課　発音1（単母
音、声調）3.　第2課　発音2（子音）4.　第3課　発音3
（複合母音）5.　第4課　発音4（鼻母音）6.　第5課　発音
5（声調の変化、アル化、挨拶用語）7.　第6課　「こんに
ちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文など）8.　第
6課　「こんにちは！」9.　第7課　「私は中国語を学ぶつ
もりです。」（助動詞など）10.　第7課　「私は中国語を
学ぶつもりです。」11.　第8課　「私は今年19歳です。」
（日付の言い方など）12.　第8課　「私は今年19歳で
す。」13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞
“有”、反復疑問文など）14.　第9課　「私の家は六人家
族です。」15.　まとめ（後期）16.　前期の復習17.　第10
課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）18.　第
10課　「私の父は忙しい。」19.　第11課　「私の家は福
岡市にあります。」（動詞“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」21.　第12
課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）22.　第12課　「私は朝７時に起き
ます。」23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）24.
　第13課　「私の一週間」25.　第14課　「私は中国に
行ったことがありません。」（動態助詞“了”と“ ”な
ど）26.　第14課　「私は中国に行ったことがありませ
ん。」27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動
詞“会”、様態補語など）28.　第15課　「私は中国語が
話せます。」29.　第16課　「私は中国語を勉強していま
す。」（進行形など）30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-19中国語ⅠＡ「CC5-6」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・４時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

王　雲燕

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
する。(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著
者］福岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のもの
とは内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けな
いこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習
の参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）1.　オリエンテーション2.　第1課　発音1（単母
音、声調）3.　第2課　発音2（子音）4.　第3課　発音3
（複合母音）5.　第4課　発音4（鼻母音）6.　第5課　発音
5（声調の変化、アル化、挨拶用語）7.　第6課　「こんに
ちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文など）8.　第
6課　「こんにちは！」9.　第7課　「私は中国語を学ぶつ
もりです。」（助動詞など）10.　第7課　「私は中国語を
学ぶつもりです。」11.　第8課　「私は今年19歳です。」
（日付の言い方など）12.　第8課　「私は今年19歳で
す。」13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞
“有”、反復疑問文など）14.　第9課　「私の家は六人家
族です。」15.　まとめ（後期）16.　前期の復習17.　第10
課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）18.　第
10課　「私の父は忙しい。」19.　第11課　「私の家は福
岡市にあります。」（動詞“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」21.　第12
課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）22.　第12課　「私は朝７時に起き
ます。」23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）24.
　第13課　「私の一週間」25.　第14課　「私は中国に
行ったことがありません。」（動態助詞“了”と“ ”な
ど）26.　第14課　「私は中国に行ったことがありませ
ん。」27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動
詞“会”、様態補語など）28.　第15課　「私は中国語が
話せます。」29.　第16課　「私は中国語を勉強していま
す。」（進行形など）30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-20中国語ⅠＡ「CB1-3」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

オウ　イクブン

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
教科書の指定したところを事前に音読できるようになっておく
こと(45分)、授業で学んだ例文の日本語の意味を再度確認し、
ピンイン・簡体字で表記できるようにすること(45分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～⑥に到達しており、⑦の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは
内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中
国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考に
なるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

①本文を繰り返し朗読し暗唱すること。
②音声ファイルをダウンロードして活用すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述
語文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞な
ど）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」11.　第8課　
「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復
疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ
（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞
“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」21.　第12課　
「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動文、連体修
飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）24.　第13課　
「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動
態助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、
様態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-21中国語ⅠＡ「CB4-6」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

宮下　尚子

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に予習プリントを渡します。それを参考にして、学ぶ予定
の内容に目を通し、大体の意味を確認しておきましょう。。
毎回、次回に学習予定の箇所の単語練習プリントを宿題として
配布します。それを予習の一部とみなします。 （45分）
毎回、授業終了時に、既習項目の文法プリント、もしくはポイ
ントによる練習問題あるいは教科書の練習問題を宿題として課
します。それを復習の一部とみなします。 （45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
する。(2) 評価方法定期試験および発話・聞き取りテストを
60％、平常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価す
る。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著者］福
岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂［その他］価格
2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内容がかなり異
なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodleの［外国語］⇒［中国語］のコースに「中国語学習支援
室」を設け、学習の参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

(1)授業には積極的姿勢で取り組む。
(2)受講マナーを守る。
(3)今回の講義用のテキストを購入する。（書名は「漢語課本
2019」です。改訂があるので、再履修の学生も必ず今年度版を購
入してください。）
(4)正当な理由のない欠席や遅刻は評価に影響します。試合、病
気等の欠席については個別に考慮します。 ））

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑
問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ
（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-22中国語ⅠＡ「CF1-2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・５時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

中村　昌彦

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。

予習：毎回のテキストの読み込み、新出単語の確認。特に、前
期は発音の基礎を理解し、練習をすることが重要であり、付属
の音声教材を頻繁に利用してほしい。ラジオを始めいろいろな
場で中国語に触れてほしい。(45分）
復習：毎回授業の最初に前回授業内容に係る小テストを実施す
るので、復習しておくこと。 テキストの読み込み、文法事項の
確認。各人指摘された発音の問題については何度も練習をして
上達するよう努力すること。インターネットを始めいろいろな
世界の中国語に関心をもってほしい。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
する。(2) 評価方法定期試験および発話・聞き取りテストを
60％、平常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価す
る。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著
者］福岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のもの
とは内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けな
いこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

Why?にこたえるはじめての中国語の文法書　　ISBN
9784810203271
moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習
の参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・中国文化全般に対する関心を持って取り組んでほしい。
・聞き取りと発音練習には時間をかけてほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）1.　オリエンテーション2.　第1課　発音1（単母
音、声調）3.　第2課　発音2（子音）4.　第3課　発音3
（複合母音）5.　第4課　発音4（鼻母音）6.　第5課　発音
5（声調の変化、アル化、挨拶用語）7.　第6課　「こんに
ちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文など）8.　第
6課　「こんにちは！」9.　第7課　「私は中国語を学ぶつ
もりです。」（助動詞など）10.　第7課　「私は中国語を
学ぶつもりです。」11.　第8課　「私は今年19歳です。」
（日付の言い方など）12.　第8課　「私は今年19歳で
す。」13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞
“有”、反復疑問文など）14.　第9課　「私の家は六人家
族です。」15.　まとめ（後期）16.　前期の復習17.　第10
課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）18.　第
10課　「私の父は忙しい。」19.　第11課　「私の家は福
岡市にあります。」（動詞“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」21.　第12
課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）22.　第12課　「私は朝７時に起き
ます。」23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）24.
　第13課　「私の一週間」25.　第14課　「私は中国に
行ったことがありません。」（動態助詞“了”と“ ”な
ど）26.　第14課　「私は中国に行ったことがありませ
ん。」27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動
詞“会”、様態補語など）28.　第15課　「私は中国語が
話せます。」29.　第16課　「私は中国語を勉強していま
す。」（進行形など）30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-23中国語ⅠＡ「CF3-4」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・５時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

秋吉　收

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
教科書の指定したところを事前に音読できるようになっておく
こと(45分)、授業で学んだ例文の日本語の意味を再度確認し、
ピンイン・簡体字で表記できるようにすること(45分)
語学教育研究センターの、本文・練習のすべてを収録した音声
資料（テキスト参照）が利用できるので、毎回の予習復習に活
用し、授業に備えること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
する。(2) 評価方法定期試験および発話・聞き取りテストを
60％、平常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価す
る。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著
者］福岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のもの
とは内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けな
いこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習
の参考になるような資料をアップしています。
中日辞典。（ピンイン標記、簡体字版のものを推奨しま
す。詳細は、担当教員に尋ねて下さい。）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業の進度、宿題、小テスト実施等について、毎回の授業
の中で各自きちんと確認しておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）1.　オリエンテーション2.　第1課　発音1（単母
音、声調）3.　第2課　発音2（子音）4.　第3課　発音3
（複合母音）5.　第4課　発音4（鼻母音）6.　第5課　発音
5（声調の変化、アル化、挨拶用語）7.　第6課　「こんに
ちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文など）8.　第
6課　「こんにちは！」9.　第7課　「私は中国語を学ぶつ
もりです。」（助動詞など）10.　第7課　「私は中国語を
学ぶつもりです。」11.　第8課　「私は今年19歳です。」
（日付の言い方など）12.　第8課　「私は今年19歳で
す。」13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞
“有”、反復疑問文など）14.　第9課　「私の家は六人家
族です。」15.　まとめ（後期）16.　前期の復習17.　第10
課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）18.　第
10課　「私の父は忙しい。」19.　第11課　「私の家は福
岡市にあります。」（動詞“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」21.　第12
課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）22.　第12課　「私は朝７時に起き
ます。」23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）24.
　第13課　「私の一週間」25.　第14課　「私は中国に
行ったことがありません。」（動態助詞“了”と“ ”な
ど）26.　第14課　「私は中国に行ったことがありませ
ん。」27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動
詞“会”、様態補語など）28.　第15課　「私は中国語が
話せます。」29.　第16課　「私は中国語を勉強していま
す。」（進行形など）30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-24中国語ⅠＡ「SM1・SP1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・４時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

王　秀珍

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと
教科書の指定したところを事前に音読できるようになっておく
こと(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
する。(2) 評価方法定期試験および発話・聞き取りテストを
60％、平常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価す
る。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著
者］福岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のもの
とは内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けな
いこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習
の参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）1.　オリエンテーション2.　第1課　発音1（単母
音、声調）3.　第2課　発音2（子音）4.　第3課　発音3
（複合母音）5.　第4課　発音4（鼻母音）6.　第5課　発音
5（声調の変化、アル化、挨拶用語）7.　第6課　「こんに
ちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文など）8.　第
6課　「こんにちは！」9.　第7課　「私は中国語を学ぶつ
もりです。」（助動詞など）10.　第7課　「私は中国語を
学ぶつもりです。」11.　第8課　「私は今年19歳です。」
（日付の言い方など）12.　第8課　「私は今年19歳で
す。」13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞
“有”、反復疑問文など）14.　第9課　「私の家は六人家
族です。」15.　まとめ（後期）16.　前期の復習17.　第10
課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）18.　第
10課　「私の父は忙しい。」19.　第11課　「私の家は福
岡市にあります。」（動詞“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」21.　第12
課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）22.　第12課　「私は朝７時に起き
ます。」23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）24.
　第13課　「私の一週間」25.　第14課　「私は中国に
行ったことがありません。」（動態助詞“了”と“ ”な
ど）26.　第14課　「私は中国に行ったことがありませ
ん。」27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動
詞“会”、様態補語など）28.　第15課　「私は中国語が
話せます。」29.　第16課　「私は中国語を勉強していま
す。」（進行形など）30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-25中国語ⅠＡ「SM2・SC」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・４時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

羽田　ジェシカ

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
宿題・小テストの範囲を毎回確認する。
宿題及び小テストに取り組むことによって復習・予習を行う。
指定した範囲をきちんと勉強・練習して授業にのぞむ。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
する。(2) 定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常
点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著者］福岡大
学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂［その他］価格2,800円
（税別）。2018年度版以前のものとは内容がかなり異なっているの
で、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国語］
のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になるような資
料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回授業の初めに小テストを行います。
・かならず授業に出席し、学習内容の習得に積極的に取り組みましょ
う。
・外国語をしっかりと身につける最良の方法は、毎日少しずつ繰り返
し練習を積み重ねていくことです。教科書の音声ファイルを活用し、
声を出して毎日最低15分の練習をしましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

(前期)

1. オリエンテーション
2. 第1課 発音1 (単母音、声調)
3. 第2課 発音2 (子音)
4. 第3課 発音3 (複合母音)
5. 第4課 発音4 (鼻母音)
6. 第5課 発音5 (声調の変化、アル化、挨拶用語)
7. 第6課 「こんにちは!」(挨拶、名前の言い方、動詞述語文など)
8. 第6課 「こんにちは!」
9. 第7課 「私は中国語を学ぶつもりです。」(助動詞など)
10. 第7課 「私は中国語を学ぶつもりです。」
11. 第8課 「私は今年19歳です。」(日付の言い方など)
12. 第8課 「私は今年19歳です。」
13. 第9課 「私の家は六人家族です。」(動詞“有”、反復疑問文など)
14. 第9課 「私の家は六人家族です。」
15. まとめ

(後期)

16. 前期の復習
17. 第10課 「私の父は忙しいです。」(形 容詞述語文なと )
18. 第10課 「私の父は忙しいです。」
19. 第11課 「私の家は福岡市にあります。」(動詞“在”、介詞フレー
ス など)
20. 第11課 「私の家は福岡市にあります。」
21. 第12課 「私は朝7時に起きます。」 (時刻の言い方、連動文、連体
修飾語など)
22. 第12課 「私は朝7時に起きます。」
23. 第13課 「私の一週間」(時間量など)
24. 第13課 「私の一週間」
25. 第14課 「私は中国に行ったことがありません。」(動態助詞“了”
と“ ”）
26. 第14課 「私は中国に行ったことか ありません。」
27. 第15課 「私は中国語か 話せます。」 (助動詞“会”、様態補語な
と )
28. 第15課 「私は中国語か 話せます。」
29. 第16課 「私は中国語を勉強しています。」(進行形なと )

30. まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-26中国語ⅠＡ「SE1・SP2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・４時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

荒木　雪葉

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。予習：次の回で行う単語・会
話・本文の内容を把握する。テキスト付属の音声ファイルを参
考にして発音を練習する。（45分） 復習：会話や本文の暗唱を
繰り返し行う。練習問題を見直し、小テストの準備をする。
（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
する。(2) 評価方法定期試験および発話・聞き取りテストを
60％、平常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価す
る。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著
者］福岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のもの
とは内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けな
いこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習
の参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

原則として、毎回授業時に小テストを行うため、授業開始
前に前回の復習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）1.　オリエンテーション2.　第1課　発音1（単母
音、声調）3.　第2課　発音2（子音）4.　第3課　発音3
（複合母音）5.　第4課　発音4（鼻母音）6.　第5課　発音
5（声調の変化、アル化、挨拶用語）7.　第6課　「こんに
ちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文など）8.　第
6課　「こんにちは！」9.　第7課　「私は中国語を学ぶつ
もりです。」（助動詞など）10.　第7課　「私は中国語を
学ぶつもりです。」11.　第8課　「私は今年19歳です。」
（日付の言い方など）12.　第8課　「私は今年19歳で
す。」13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞
“有”、反復疑問文など）14.　第9課　「私の家は六人家
族です。」15.　まとめ（後期）16.　前期の復習17.　第10
課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）18.　第
10課　「私の父は忙しい。」19.　第11課　「私の家は福
岡市にあります。」（動詞“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」21.　第12
課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）22.　第12課　「私は朝７時に起き
ます。」23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）24.
　第13課　「私の一週間」25.　第14課　「私は中国に
行ったことがありません。」（動態助詞“了”と“ ”な
ど）26.　第14課　「私は中国に行ったことがありませ
ん。」27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動
詞“会”、様態補語など）28.　第15課　「私は中国語が
話せます。」29.　第16課　「私は中国語を勉強していま
す。」（進行形など）30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-27中国語ⅠＡ「SE2・再」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・４時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

荀　曉崢

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。教科書の指定したところを事
前に音読できるようになっておくこと（４５分）、授業で学ん
だ例文の日本語の意味を再度確認し、ピンイン・簡体字で表記
できるようにすること（４５分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
する。(2) 評価方法定期試験および発話・聞き取りテストを
60％、平常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価す
る。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著
者］福岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のもの
とは内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けな
いこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習
の参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・欠席は授業回数の三分の一を超えないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）1.　オリエンテーション2.　第1課　発音1（単母
音、声調）3.　第2課　発音2（子音）4.　第3課　発音3
（複合母音）5.　第4課　発音4（鼻母音）6.　第5課　発音
5（声調の変化、アル化、挨拶用語）7.　第6課　「こんに
ちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文など）8.　第
6課　「こんにちは！」9.　第7課　「私は中国語を学ぶつ
もりです。」（助動詞など）10.　第7課　「私は中国語を
学ぶつもりです。」11.　第8課　「私は今年19歳です。」
（日付の言い方など）12.　第8課　「私は今年19歳で
す。」13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞
“有”、反復疑問文など）14.　第9課　「私の家は六人家
族です。」15.　まとめ（後期）16.　前期の復習17.　第10
課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）18.　第
10課　「私の父は忙しい。」19.　第11課　「私の家は福
岡市にあります。」（動詞“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」21.　第12
課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）22.　第12課　「私は朝７時に起き
ます。」23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）24.
　第13課　「私の一週間」25.　第14課　「私は中国に
行ったことがありません。」（動態助詞“了”と“ ”な
ど）26.　第14課　「私は中国に行ったことがありませ
ん。」27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動
詞“会”、様態補語など）28.　第15課　「私は中国語が
話せます。」29.　第16課　「私は中国語を勉強していま
す。」（進行形など）30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-28中国語ⅠＡ「TM1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・５時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

王　雲燕

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
する。
(2) 評価方法定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平
常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著
者］福岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のもの
とは内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けな
いこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習
の参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）1.　オリエンテーション2.　第1課　発音1（単母
音、声調）3.　第2課　発音2（子音）4.　第3課　発音3
（複合母音）5.　第4課　発音4（鼻母音）6.　第5課　発音
5（声調の変化、アル化、挨拶用語）7.　第6課　「こんに
ちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文など）8.　第
6課　「こんにちは！」9.　第7課　「私は中国語を学ぶつ
もりです。」（助動詞など）10.　第7課　「私は中国語を
学ぶつもりです。」11.　第8課　「私は今年19歳です。」
（日付の言い方など）12.　第8課　「私は今年19歳で
す。」13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞
“有”、反復疑問文など）14.　第9課　「私の家は六人家
族です。」15.　まとめ（後期）16.　前期の復習17.　第10
課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）18.　第
10課　「私の父は忙しい。」19.　第11課　「私の家は福
岡市にあります。」（動詞“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」21.　第12
課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）22.　第12課　「私は朝７時に起き
ます。」23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）24.
　第13課　「私の一週間」25.　第14課　「私は中国に
行ったことがありません。」（動態助詞“了”と“ ”な
ど）26.　第14課　「私は中国に行ったことがありませ
ん。」27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動
詞“会”、様態補語など）28.　第15課　「私は中国語が
話せます。」29.　第16課　「私は中国語を勉強していま
す。」（進行形など）30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-29中国語ⅠＡ「TM2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・５時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

王　秀珍

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと
授業で学んだ例文の日本語の意味を再度確認し、ピンイン・簡
体字で表記できるようにすること(45分)」

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
する。(2) 評価方法定期試験および発話・聞き取りテストを
60％、平常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価す
る。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著
者］福岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のもの
とは内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けな
いこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習
の参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）1.　オリエンテーション2.　第1課　発音1（単母
音、声調）3.　第2課　発音2（子音）4.　第3課　発音3
（複合母音）5.　第4課　発音4（鼻母音）6.　第5課　発音
5（声調の変化、アル化、挨拶用語）7.　第6課　「こんに
ちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文など）8.　第
6課　「こんにちは！」9.　第7課　「私は中国語を学ぶつ
もりです。」（助動詞など）10.　第7課　「私は中国語を
学ぶつもりです。」11.　第8課　「私は今年19歳です。」
（日付の言い方など）12.　第8課　「私は今年19歳で
す。」13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞
“有”、反復疑問文など）14.　第9課　「私の家は六人家
族です。」15.　まとめ（後期）16.　前期の復習17.　第10
課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）18.　第
10課　「私の父は忙しい。」19.　第11課　「私の家は福
岡市にあります。」（動詞“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」21.　第12
課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）22.　第12課　「私は朝７時に起き
ます。」23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）24.
　第13課　「私の一週間」25.　第14課　「私は中国に
行ったことがありません。」（動態助詞“了”と“ ”な
ど）26.　第14課　「私は中国に行ったことがありませ
ん。」27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動
詞“会”、様態補語など）28.　第15課　「私は中国語が
話せます。」29.　第16課　「私は中国語を勉強していま
す。」（進行形など）30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-30中国語ⅠＡ「TE1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・５時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

王　貞月

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に会話を中心とした中国語の学習を行いま
す。

中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするように、
会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズに発
音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。また、
会話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身につ
け、中国語で自己紹介ができるような練習をします。

1冊の教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは
会話文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
予習：単語を中心に、事前に音読し、書く練習をすること。
復習：授業で学んだ例文の日本語の意味を再度確認し、ピンイ
ン・簡体字で表記できるようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準　目標①～⑥に到達しており、⑦の態度・志向性
を有しているかどうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法　定期試験および発話・聞き取りテストを60％、
平常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著
者］福岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂［そ
の他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内
容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の
参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

一回目のオリエンテーションは必ず出席してください。宿題
の提出日や成績の評価などに関する説明をします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第3課　発音3（複合母音）
4.　第2課　発音2（子音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞
述語文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞な
ど）10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反
復疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ・自己紹介
（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞
“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い
方、連動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
（動態助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞
“会”、様態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形
など）
30.　まとめ・自己紹介

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-31中国語ⅠＡ「TE2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・５時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

荀　曉崢

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。教科書の指定したところを事
前に音読できるようになっておくこと（４５分）、授業で学ん
だ例文の日本語の意味を再度確認し、ピンイン・簡体字で表記
できるようにすること（４５分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
する。(2) 評価方法定期試験および発話・聞き取りテストを
60％、平常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価す
る。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著
者］福岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のもの
とは内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けな
いこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習
の参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・欠席は授業回数の三分の一を超えないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）1.　オリエンテーション2.　第1課　発音1（単母
音、声調）3.　第2課　発音2（子音）4.　第3課　発音3
（複合母音）5.　第4課　発音4（鼻母音）6.　第5課　発音
5（声調の変化、アル化、挨拶用語）7.　第6課　「こんに
ちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文など）8.　第
6課　「こんにちは！」9.　第7課　「私は中国語を学ぶつ
もりです。」（助動詞など）10.　第7課　「私は中国語を
学ぶつもりです。」11.　第8課　「私は今年19歳です。」
（日付の言い方など）12.　第8課　「私は今年19歳で
す。」13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞
“有”、反復疑問文など）14.　第9課　「私の家は六人家
族です。」15.　まとめ（後期）16.　前期の復習17.　第10
課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）18.　第
10課　「私の父は忙しい。」19.　第11課　「私の家は福
岡市にあります。」（動詞“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」21.　第12
課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）22.　第12課　「私は朝７時に起き
ます。」23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）24.
　第13課　「私の一週間」25.　第14課　「私は中国に
行ったことがありません。」（動態助詞“了”と“ ”な
ど）26.　第14課　「私は中国に行ったことがありませ
ん。」27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動
詞“会”、様態補語など）28.　第15課　「私は中国語が
話せます。」29.　第16課　「私は中国語を勉強していま
す。」（進行形など）30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-32中国語ⅠＡ「TL1-2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・４時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

宮下　尚子

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に予習プリントを渡します。それを参考にして、学ぶ予定
の内容に目を通し、大体の意味を確認しておきましょう。。
毎回、次回に学習予定の箇所の単語練習プリントを宿題として
配布します。それを予習の一部とみなします。 （45分）
毎回、授業終了時に、既習項目の文法プリント、もしくはポイ
ントによる練習問題あるいは教科書の練習問題を宿題として課
します。それを復習の一部とみなします。 （45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
する。(2) 評価方法定期試験および発話・聞き取りテストを
60％、平常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価す
る。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著者］福
岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂［その他］価格
2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内容がかなり異
なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になる
ような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

(1)授業には積極的姿勢で取り組む。
(2)受講マナーを守る。
(3)今回の講義用のテキストを購入する。（書名は「漢語課本
2019」です。改訂があるので、再履修の学生も必ず今年度版を購
入してください。）
(4)正当な理由のない欠席や遅刻は評価に影響します。試合、病
気等の欠席については個別に考慮します。 ））

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑
問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ
（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-33中国語ⅠＡ「TL3-4」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・４時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

中村　昌彦

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
予習：毎回のテキストの読み込み、新出単語の確認。特に、前
期は発音の基礎を理解し、練習をすることが重要であり、付属
の音声教材を頻繁に利用してほしい。ラジオを始めいろいろな
場で中国語に触れてほしい。（45分）
復習：毎回授業の最初に前回授業内容に係る小テストを実施す
るので、復習しておくこと。 テキストの読み込み、文法事項の
確認。各人指摘された発音の問題については何度も練習をして
上達するよう努力すること。インターネットを始めいろいろな
世界の中国語に関心をもってほしい。 （45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
する。(2) 評価方法定期試験および発話・聞き取りテストを
60％、平常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価す
る。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著
者］福岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のもの
とは内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けな
いこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

Why?にこたえるはじめての中国語の文法書　　ISBN
9784810203271
moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習
の参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・中国文化全般に対する関心を持って取り組んでほしい。
・聞き取りと発音練習には時間をかけてほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）1.　オリエンテーション2.　第1課　発音1（単母
音、声調）3.　第2課　発音2（子音）4.　第3課　発音3
（複合母音）5.　第4課　発音4（鼻母音）6.　第5課　発音
5（声調の変化、アル化、挨拶用語）7.　第6課　「こんに
ちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文など）8.　第
6課　「こんにちは！」9.　第7課　「私は中国語を学ぶつ
もりです。」（助動詞など）10.　第7課　「私は中国語を
学ぶつもりです。」11.　第8課　「私は今年19歳です。」
（日付の言い方など）12.　第8課　「私は今年19歳で
す。」13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞
“有”、反復疑問文など）14.　第9課　「私の家は六人家
族です。」15.　まとめ（後期）16.　前期の復習17.　第10
課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）18.　第
10課　「私の父は忙しい。」19.　第11課　「私の家は福
岡市にあります。」（動詞“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」21.　第12
課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）22.　第12課　「私は朝７時に起き
ます。」23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）24.
　第13課　「私の一週間」25.　第14課　「私は中国に
行ったことがありません。」（動態助詞“了”と“ ”な
ど）26.　第14課　「私は中国に行ったことがありませ
ん。」27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動
詞“会”、様態補語など）28.　第15課　「私は中国語が
話せます。」29.　第16課　「私は中国語を勉強していま
す。」（進行形など）30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-34中国語ⅠＡ「TK1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・５時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

荒木　雪葉

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。予習：次の回で行う単語・会
話・本文の内容を把握する。テキスト付属の音声ファイルを参
考にして発音を練習する。（45分） 復習：会話や本文の暗唱を
繰り返し行う。練習問題を見直し、小テストの準備をする。
（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
する。(2) 評価方法定期試験および発話・聞き取りテストを
60％、平常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価す
る。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著
者］福岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のもの
とは内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けな
いこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習
の参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

原則として、毎回授業時に小テストを行うため、授業開始
前に前回の復習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）1.　オリエンテーション2.　第1課　発音1（単母
音、声調）3.　第2課　発音2（子音）4.　第3課　発音3
（複合母音）5.　第4課　発音4（鼻母音）6.　第5課　発音
5（声調の変化、アル化、挨拶用語）7.　第6課　「こんに
ちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文など）8.　第
6課　「こんにちは！」9.　第7課　「私は中国語を学ぶつ
もりです。」（助動詞など）10.　第7課　「私は中国語を
学ぶつもりです。」11.　第8課　「私は今年19歳です。」
（日付の言い方など）12.　第8課　「私は今年19歳で
す。」13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞
“有”、反復疑問文など）14.　第9課　「私の家は六人家
族です。」15.　まとめ（後期）16.　前期の復習17.　第10
課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）18.　第
10課　「私の父は忙しい。」19.　第11課　「私の家は福
岡市にあります。」（動詞“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」21.　第12
課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）22.　第12課　「私は朝７時に起き
ます。」23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）24.
　第13課　「私の一週間」25.　第14課　「私は中国に
行ったことがありません。」（動態助詞“了”と“ ”な
ど）26.　第14課　「私は中国に行ったことがありませ
ん。」27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動
詞“会”、様態補語など）28.　第15課　「私は中国語が
話せます。」29.　第16課　「私は中国語を勉強していま
す。」（進行形など）30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-35中国語ⅠＡ「TK2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・５時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

オウ　イクブン

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
教科書の指定したところを事前に音読できるようになっておく
こと(45分)、授業で学んだ例文の日本語の意味を再度確認し、
ピンイン・簡体字で表記できるようにすること(45分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～⑥に到達しており、⑦の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著者］
福岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは
内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこ
と。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の
参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

①本文を繰り返し朗読し暗唱すること。
②音声ファイルをダウンロードして活用すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述
語文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞な
ど）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」11.　第8課　
「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復
疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞
“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、
連動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動
態助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、
様態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-36中国語ⅠＡ「TC1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・１時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

シュク　リ

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。
中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするように、
会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズに発
音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。また、
発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身につ
け、中国語で自己紹介ができるような練習をします。
1冊の教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは
会話文・会話練習及び語法が教材となります。同じ内容を異な
るスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を学習する
ことになり、中国語に対する理解をより深めることができま
す。学ぶ単語も重なりますので学生には覚えやすくなると考え
ています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理解)

中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音でき
る。(技能)

ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技能)

教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己紹
介ができる。(技能)

中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
予習：次回の内容に目を通し、発音できるように練習しておく
こと。
復習：音声データについて発音と読む練習を繰り返して行い、
知識点を含む会話文などを暗唱できるようにする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～⑥に到達しており、⑦の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2017年度版以前のものとは内容
がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になる
ような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、授業開始する前、会話練習を行うため、前回の内容をきち
んと復習すること。
学習状況によって、授業計画を調整する可能性がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文
など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑
問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、介
詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態助
詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様態
補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　会話課題発表
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-37中国語ⅠＡ「TC2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・１時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

ホウ　ラメイ

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。
　1冊の教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAで
は会話文・会話練習及び語法が教材となります。同じ内容を異
なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を学習す
ることになり、中国語に対する理解をより深めることができま
す。学ぶ単語も重なりますので学生には覚えやすくなると考え
ています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
発音・文法の回では、授業の冒頭文で新出単語の小テスト（リ
スニング）を行う。そのため、最低限、新出単語の意味や発
音、中国語表記を覚えておく必要がある。
練習・会話の回では、授業の後半部分で2人1組で会話の実践練
習を行う。教員が1組ずつチェックし、点数をつけるので、事
前にしっかりと発音できるように練習しておく必要がある。
時間外での言語教育研究センターのe-learning講座ネットアカデ
ミー２に収められた中国語学習教材の積極的な利用を勧める。
https://netacademy-2.llc.fukuoka-u.ac.jp/anet2/login.aspx

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験及び発話・聞き取りテストを60％、 平常点（授業態
度、小テスト等）を４０％の割合で評価する。

＊「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著者］福
岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂［その他］価
格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内容がかなり異
なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中
国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考に
なるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

（1)毎回、授業中に小テストを実施する。
（2)教科書には音声データが付属している。予習、復習時には
有効に活用してもらう。何度も聞くことで、効果は更に上が
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復
疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-38中国語ⅠＡ「TA1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

シュク　リ

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。
中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするように、
会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズに発
音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。また、
発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身につ
け、中国語で自己紹介ができるような練習をします。
1冊の教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは
会話文・会話練習及び語法が教材となります。同じ内容を異な
るスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を学習する
ことになり、中国語に対する理解をより深めることができま
す。学ぶ単語も重なりますので学生には覚えやすくなると考え
ています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理解)

中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音でき
る。(技能)

ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技能)

教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己紹
介ができる。(技能)

中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
予習：次回の内容に目を通して、発音できるようにしておくこ
と。
復習：音声データについて発音と読む練習を繰り返して行い、
知識点を含む本文などを暗唱できるようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～⑥に到達しており、⑦の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2017年度版以前のものとは内容
がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になる
ような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、授業開始する前、会話練習を行うため、前回の内容をきち
んと復習すること。
また、学習状況に応じて、授業計画を調整する可能性がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文
など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑
問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、介
詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態助
詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様態
補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　会話課題発表
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009752-39中国語ⅠＡ「TA2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

荒木　雪葉

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠAでは主に発話を中心とした中国語の学習を行いま
す。中国語の会話の基本となる発音を正確にマスターするよう
に、会話文を使って繰り返し練習し、単語や例文が「スムーズ
に発音できる」「聞いて理解できる」レベルを目指します。ま
た、発話による基礎的な中国語コミュニケーション能力を身に
つけ、中国語で自己紹介ができるような練習をします。1冊の
教科書を中国語ⅠBと共通で使用します。中国語ⅠAでは会話
文・会話練習及び語法が学習内容となります。ⅠBと同じテー
マを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を
学習することになり、中国語に対する理解をより深めることが
できます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しやすく
なると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。(技
能)

④教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

⑥教科書の会話文にならって、挨拶、日常の簡単な会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。予習：次の回で行う単語・会
話・本文の内容を把握する。テキスト付属の音声ファイルを参
考にして発音を練習する。（45分） 復習：会話や本文の暗唱を
繰り返し行う。練習問題を見直し、小テストの準備をする。
（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。(1) 評価基準目標①～⑥に到達して
おり、⑦の態度・志向性を有しているかどうかを評価の基準と
する。(2) 評価方法定期試験および発話・聞き取りテストを
60％、平常点（授業態度、小テスト等）を40％の割合で評価す
る。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版（中国語ⅠBと共用）［著
者］福岡大学中国語教科書研究チーム［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のもの
とは内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けな
いこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習
の参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

原則として、毎回授業時に小テストを行うため、授業開始
前に前回の復習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）1.　オリエンテーション2.　第1課　発音1（単母
音、声調）3.　第2課　発音2（子音）4.　第3課　発音3
（複合母音）5.　第4課　発音4（鼻母音）6.　第5課　発音
5（声調の変化、アル化、挨拶用語）7.　第6課　「こんに
ちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文など）8.　第
6課　「こんにちは！」9.　第7課　「私は中国語を学ぶつ
もりです。」（助動詞など）10.　第7課　「私は中国語を
学ぶつもりです。」11.　第8課　「私は今年19歳です。」
（日付の言い方など）12.　第8課　「私は今年19歳で
す。」13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞
“有”、反復疑問文など）14.　第9課　「私の家は六人家
族です。」15.　まとめ（後期）16.　前期の復習17.　第10
課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）18.　第
10課　「私の父は忙しい。」19.　第11課　「私の家は福
岡市にあります。」（動詞“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」21.　第12
課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）22.　第12課　「私は朝７時に起き
ます。」23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）24.
　第13課　「私の一週間」25.　第14課　「私は中国に
行ったことがありません。」（動態助詞“了”と“ ”な
ど）26.　第14課　「私は中国に行ったことがありませ
ん。」27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動
詞“会”、様態補語など）28.　第15課　「私は中国語が
話せます。」29.　第16課　「私は中国語を勉強していま
す。」（進行形など）30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-01中国語ⅠＢ「LC」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

胡　山林

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回授業に必要な予習と復習内容を詳しく説明する。また、授
業中予習と復習内容のチェックを行う。予習と復習が必要であ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内
容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

やさしくくわしい中国語文法の基礎（守屋宏則）
東方書店

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

無断欠席・遅刻早退（遅刻三回を欠席一回に勘定する）、授業中
私語・携帯電話・メール・ゲーム・飲食・居眠りなどは厳禁。

Emailアドレス：lintianjp@bd6.so-net.ne.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑
問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-02中国語ⅠＢ「LH・G全」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

荀　曉崢

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。教科書の指定したところを事
前に音読できるようになっておくこと（４５分）、授業で学ん
だ例文の日本語の意味を再度確認し、ピンイン・簡体字で表記
できるようにすること（４５分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは
内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中
国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考に
なるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・欠席は授業回数の三分の一を超えないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述
語文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞な
ど）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復
疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞
“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、
連動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動
態助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、
様態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-03中国語ⅠＢ「LJ」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

陳　青鳳

◎－－－　概要　－－－◎

　中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
　1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBで
は語法・本文及び講読練習が教材となります。同じ内容を異な
るスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を学習する
ことになり、中国語に対する理解をより深めることができま
す。学ぶ単語も重なりますので学生には覚えやすくなると考え
ています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(知識・理解)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、授業の最初に復習テストを行うため、必ず前回の授業内
容を復習すること。毎回３０分の予習、３０分の復習を行うこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内
容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になる
ような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義では、実際に受講する皆さんに発音をしてもらいますの
で、講義の復習は必ず行うこと。また、教室内のマナーは徹底す
ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑
問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-04中国語ⅠＢ「LP1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

武　継平

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
＊「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものと
は内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこ
と。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の
参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞
述語文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞な
ど）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反
復疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞
“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い
方、連動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
（動態助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞
“会”、様態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形
など）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-05中国語ⅠＢ「LP2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

岡村　真寿美

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。予習：次の回で行う単語・会
話・本文の内容を把握する。テキスト付属の音声ファイルを参
考にして発音を練習する。（45分） 復習：会話や本文の暗唱を
繰り返し行う。練習問題を見直し、小テストの準備をする。
（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内
容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中
国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考に
なるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

原則として、毎回授業時に小テストを行うため、授業開始前に
前回の復習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復
疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-06中国語ⅠＢ「LE1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

龍　一夫

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する.(知識・理解)

教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。(技
能)

簡体字を用い語法に従って簡単な文が造れる。(技能)

教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単な
文章が書ける。(技能)

中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
事前学習：毎回の授業終了時に次回で発表する課題を指示す
る。指示された課題を辞書などで調べて完成する。
事後学習：学習済の語彙や文法を活用して新しい一課の発表準
備をする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは
内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこ
と。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学学習の授業は、トレーニング科目であり、実技的習得の
傾向があるので、単語や本文を必ず声に出して読み、授業で
は積極的に発話し、勉強した本文等は暗唱するほど復習する
こと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述
語文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞な
ど）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反
復疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞
“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、
連動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動
態助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、
様態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-07中国語ⅠＢ「LE2・LG・LF」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

王　貞月

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
　1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBで
は語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同
じテーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中
国語を学習することになり、中国語に対する理解をより深める
ことができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得し
やすくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
予習：単語を中心に、事前に音読し、書く練習をすること。
復習：授業で学んだ例文の日本語の意味を再度確認し、ピンイ
ン・簡体字で表記できるようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内
容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中
国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考に
なるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

一回目のオリエンテーションは必ず出席してください。宿題の
提出日や成績の評価などに関する説明をします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復
疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ・自己紹介

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ・自己紹介

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-08中国語ⅠＢ「LA1」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限, 金・２時限　　試験時間割：2020/01/27　５時限　　

オウ　イクブン

◎－－－　概要　－－－◎

前期に続き中国語の初級クラスである。前期で身に付けた発音
を基に、日常的な単語や表現、基本的な文型を勉強していく。
「聴く、話す」訓練と同時に、「書く、読む」練習をたくさん
行うが、ペアやグループになって練習することが多いので、友
だちと励まし合いながら習得できる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①正確に簡体字を用いて文が書ける。(技能)

②基本的な文法事項を習得し、簡単な文章が作成できるように
なる。 (技能)

③中国語で簡単なコミュニケーションができるようになる。
(知識・理解)

④中国語学習に通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
予習：事前に学習予定の内容に目を通し、録音を聞きながら、
発音できるように練習しておく。次回の授業範囲の内容を日本
語に訳せるように予習しておくこと。（45分）。
復習：授業で出てきた句形や語法を整理し確認して復習するこ
と。録音について既習会話文を朗読し、文法と単語を暗誦でき
るように復習する（45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～③に到達しており、④の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『漢語課本2019』（金星堂）（福岡大学中国語教科書研究
チーム）　 ￥2800+税
『听得懂 （ティンダドンマ）？』（白帝社）（劉・陳・
梁著）
ISBN978-4-89174-418-2　￥2800＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習
の参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

①受講者は講義を受身的に聞くだけではなく、積極的に発
音や会話練習等に参加することが強く求められる。
②本文や語法の例文を繰り返し朗読し暗唱すること。
③音声ファイルをダウンロードして活用すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 前期の復習
2『漢語課本』第10課：形容詞の文、比較文
3『漢語課本』第10課の練習部分
4　ヒアリング『听得懂 ?』を使って復習
5『漢語課本』第11課：存在文
6　ヒアリング『听得懂 ?』を使って復習
7『漢語課本』第11課： 前置詞（介詞）
8『漢語課本』第11課の練習部分
9『漢語課本』12課：時間の言い方、連動文
10『漢語課本』　第12課の練習部分
11　ヒアリング『听得懂 ?』を使って復習
12　テーマ作文①：「私の一日」と発表　
13『漢語課本』10－12課の復習と小テスト
14『漢語課本』13課：時間と時間量の使うわけ
15『漢語課本』第13課の練習部分
16　ヒアリング『听得懂 ?』を使って復習
17　テーマ作文②：「私の一週間」と発表
18『漢語課本』第14完了の「了」と「経験」の「過」
19『漢語課本』第14課：「是～的」の文
20『漢語課本』第14課の練習部分
21　ヒアリング『听得懂 ?』を使って復習
22　テーマ作文③：「私は行ったあの所」と発表
23『漢語課本』第15課：助動詞「会」、動詞の重ね型
24『漢語課本』第15課：様態補語
25『漢語課本』第15課の練習部分
26『漢語課本』第16課：進行形と使役文
27. 『漢語課本』第16課：「把」構文
28. 『漢語課本』第16課の練習部分
29.　総合復習
30.　口頭試験



2019-SJ00009753-09中国語ⅠＢ「LA2」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限, 金・２時限　　試験時間割：2020/01/27　５時限　　

謝　平

◎－－－　概要　－－－◎

　前期で身に付けた発音を基に、日常的な単語や表現、基本的
な文型を勉強します。
　「聴く」と「話す」だけでなく、「書く」と「読む」練習も
行います。ペアやグループになって練習することが多いので、
クラスメートと励まし合いながら積極的に勉強してほしいで
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②中国語表記法の一つ「ピンイン」を使って概ね正確に発音で
きる。(技能)

③ピンインを概ね正確に用いて発音を記すことができる。ま
た、習った単語・表現を簡体字で書くことができる。(技能)

④教科書で学ぶ中国語の会話・本文の発音を聞き分けられる。
(技能)

⑤教科書で学ぶ中国語の会話・本文が概ね正確に発音できる。
(技能)

⑥教科書の会話・本文にならって、基本挨拶、日常会話、自己
紹介ができる。(技能)

⑦中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
（1）事前に学習予定の内容に目を通し、録音を聞きながら、
発音できるよう　　　に練習しておく（45分以上）。
（2）習った内容を録音について朗読し、できれば暗誦するこ
と。また、簡体　　　字で正しく書けること。（45分以上）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

(1)評価基準
　目標①～⑥に到達しており、⑦の態度・志向性を有している
かどうかを評価の基準とします。

(2)評価方法
　定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業
態度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『漢語課本2019』（金星堂）（福岡大学中国
語教科書研究チーム）
 ￥2800+税
『听得懂 』（白帝社）（劉・陳・梁著）
 ￥2800＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

積極的に授業に取り組むこと

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　前期の復習
2　『漢語課本』第10課 形容詞の文、比較文
3　『漢語課本』第10課の練習部分
4 　ヒアリング『听得懂 ?』を使って復習
5　『漢語課本』第11課 存在文
6 　ヒアリング『听得懂 ?』を使って復習
7　『漢語課本』第11課  前置詞（介詞）
8　『漢語課本』第11課の練習部分
9　『漢語課本』12課 時間の言い方、連動文
10　『漢語課本』 第12課の練習部分
11　ヒアリング『听得懂 ?』を使って復習
12　テーマ作文① 「私の一日」と発表
13　『漢語課本』10－12課の復習と小テスト
14　『漢語課本』13課　時間と時間量
15　『漢語課本』第13課の練習部分
16　ヒアリング『听得懂 ?』を使って復習
17　テーマ作文② 「私の一週間」と発表
18　『漢語課本』第14完了の「了」と「過」
19　『漢語課本』第14課 「是～的」の文
20　『漢語課本』第14課の練習部分
21　ヒアリング『听得懂 ?』を使って復習
22　テーマ作文③ 「私は行った所」と発表
23　『漢語課本』第15課 助動詞「会」、
　　動詞の重ね型
24　『漢語課本』第15課 様態補語
25　『漢語課本』第15課の練習部分
26　『漢語課本』第16課 進行形と使役文
27　『漢語課本』第16課 「把」構文
28　『漢語課本』第16課の練習部分
29　総合復習
30　口頭試験

* 授業の進展状況によって、多少調整する可
能性があります。



2019-SJ00009753-10中国語ⅠＢ「JJ1-3・MM1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・２時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

荒木　雪葉

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。予習：次の回で行う単語・会
話・本文の内容を把握する。テキスト付属の音声ファイルを参
考にして発音を練習する。（45分） 復習：会話や本文の暗唱を
繰り返し行う。練習問題を見直し、小テストの準備をする。
（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内
容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中
国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考に
なるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

原則として、毎回授業時に小テストを行うため、授業開始前に
前回の復習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復
疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-11中国語ⅠＢ「JJ4-5・MM2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・２時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

チョウ　ロ

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
学習する予定の内容を事前に確認し、例文や短文などを試し訳
しておくこと。
音声ファイルを聴きながら、学習した内容を簡体字やピンイン
記号で書いて練習すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内
容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になる
ような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

中国語ⅠＡと同じ教科書を使用していますが、定期試験は別々に
行われることに留意すること。
語法を中心に練習する際に、正しく発音することも怠らないこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑
問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-12中国語ⅠＢ「JJ6-8」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・３時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

葛目　至

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。
Ⅰ．明確に話せるようになる事をめざします。
Ⅱ．コミュニケーション能力を高める事をめざします。
Ⅰの目的を達成するため、毎回クラス全員の前に出て来て前回
の授業で練習した暗唱用会話文を「なりきりお芝居テスト」と
して暗唱します。また、授業中に前回の文法を使って「自分の
事を話そう」という会話練習があります。
Ⅱの目的を達成するため、授業初日に班分けをして、一年間同
じ班で一緒に協力し合って学びます。ペアレッスンやグループ
レッスンで授業を進めます。期末試験も、ペアを組んで自分た
ちでオリジナルのシナリオを作成し、衣装やＢＧＭをつけて短
い中国語劇（スキット）をします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、前回の暗唱用会話文を暗唱できるように準備して来る
事。（約１５分）
毎回、前回の文法を復習してから来る事。（約１５分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは
内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中
国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考に
なるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Ａ４サイズのクリアファイル（４０ポケット以上）を用意し、
専用のフォルダーとして、毎回の授業に持参し、配られたプリ
ントを順番に入れる事。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション、発音１－１（声調）、自己紹介
2.　発音１－２（単母音）
3.　発音２（子音）、他者紹介
4.　発音３（複母音）
5.　発音４（鼻母音）
6.　発音５（声調の変化、アル化、漢詩）
7.　第６課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方など）
8.　第６・７課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞
など）
9.　第７・８課　「私は今年十九歳です。」（日付の言い方な
ど）
10.　第８・９課　私の家は六人家族です。」（動詞“有”、
反復疑問文など）
11.　第９課・前期の文法のまとめ
12.　シナリオ作成開始
13．　シナリオ作成完成
14．　会話試験（リハーサル）
15．　会話試験（本番）
（後期）
16.　前期の文法の復習。前期試験の見直し。
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10・11課「私の家は福岡市にあります。」（動詞
“在”、介詞フレーズなど）
19.　第11・12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い
方、連動文、連体修飾語など）
20.　第12・13課　「私の一週間」（時間量など）
21.　第13・14課　「私は中国に行ったことがありません。」
（動態助詞“了”と“ ”など）
22.　中国語映画鑑賞会
23．第14・15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞
“会”、様態補語など）
24.　第15・16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行
形など）
25.　第16課
26．後期の文法のまとめ
27．シナリオ作成開始
28.　シナリオ作成完成
29．会話試験（リハーサル）
30．会話試験（本番）

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-13中国語ⅠＢ「JJ9-10」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・３時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

有働　彰子

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。2課ごとに小テストを行うの
でしっかり復習してテストに臨むこと。具体的には

　予習⇒①新出単語の音読　②本文をノートに書き写す。（45
分）
　復習⇒①本文の音読(10分)
　　　　②本文→日本語訳→本文、本文→ピンイン→本文　の
作業を一回以上行う。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものと
は内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこ
と。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の
参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞
述語文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞な
ど）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反
復疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞
“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い
方、連動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
（動態助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞
“会”、様態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形
など）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-14中国語ⅠＢ「JB」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・２時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

王　貞月

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
予習：教科書の指定したところを事前に音読できるようになっ
ておくこと。
復習：授業で学んだ例文の日本語の意味を再度確認し、ピンイ
ン・簡体字で表記できるようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内
容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中
国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考に
なるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

一回目のオリエンテーションは必ず出席してください。宿題の
提出日や成績の評価などに関する説明をします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復
疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ・自己紹介

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ・自己紹介

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-15中国語ⅠＢ「EE」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・１時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

王　貞月

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
予習：単語を中心に、事前に音読し、書く練習をすること。
復習：授業で学んだ例文の日本語の意味を再度確認し、ピンイ
ン・簡体字で表記できるようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内
容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中
国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考に
なるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

一回目のオリエンテーションは必ず出席してください。宿題の
提出日や成績の評価などに関する説明をします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復
疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ・自己紹介

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ・自己紹介

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-16中国語ⅠＢ「EI・P全」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・１時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

陳　青鳳

◎－－－　概要　－－－◎

　中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
　1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBで
は語法・本文及び講読練習が教材となります。同じ内容を異な
るスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を学習する
ことになり、中国語に対する理解をより深めることができま
す。学ぶ単語も重なりますので学生には覚えやすくなると考え
ています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(知識・理解)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、授業の最初に復習テストを行うため、必ず前回の授業内
容を復習すること。毎回３０分の予習、３０分の復習を行うこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内
容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になる
ような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義では、実際に受講する皆さんに発音をしてもらいますの
で、講義の復習は必ず行うこと。また、教室内のマナーは徹底す
ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑
問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-17中国語ⅠＢ「CC1-2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・１時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

アイネル　バラティ

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を使っ
て基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文ができ
るレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章による基
礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
予習：事前に学習予定の内容に目を通し、単語を覚えるように
しておく（45分）。
復讐：授業で学んだ内容を再度確認し、日本語の意味と文の語
順などに注意しながらピンイン・簡体字で表記できるように復
讐する(45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポートなど）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものと
は内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けない
こと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回授業開始前に前回の復習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞
述語文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞な
ど）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反
復疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞
“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い
方、連動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
（動態助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞
“会”、様態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形
など）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-18中国語ⅠＢ「CC3-4」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・１時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

宮下　尚子

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に予習プリントを渡します。それを参考にして、学ぶ予定
の内容に目を通し、大体の意味を確認しておきましょう。。
毎回、次回に学習予定の箇所の単語練習プリントを宿題として
配布します。それを予習の一部とみなします。 （45分）
毎回、授業終了時に、既習項目の文法プリント、もしくはポイ
ントによる練習問題あるいは教科書の練習問題を宿題として課
します。それを復習の一部とみなします。 （45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内容
がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になる
ような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

(1)授業には積極的姿勢で取り組む。
(2)受講マナーを守る。
(3)今回の講義用のテキストを購入する。（書名は「漢語課本
2019」です。改訂があるので、再履修の学生も必ず今年度版を購
入してください。）
(4)正当な理由のない欠席や遅刻は評価に影響します。試合、入院
等の欠席については個別に考慮します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文
など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑問
文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、介
詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態助
詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様態
補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形など）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-19中国語ⅠＢ「CC5-6」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・１時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

堤　和幸

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。

事前学習：本文、及び新出単語の意味、発音を確認しておくこ
と。

事後学習：本文や授業で示した例文、新出単語等を暗唱できる
ようになるまで、練習すること。また、文法事項の確認、簡体
字の練習も忘れないこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内容
がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になる
ような資料をアップしています。
　
特に参考書は指定しません。中国の現代事情や歴史、中国語の勉
強等について尋ねたいことがあれば遠慮なく声をかけてくださ
い。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学学習に近道はありません。「意欲」と「努力」が大切です。
やる気をもって頑張れば、必ずそれに比例して力がついてきま
す。途中で諦めずに努力を継続してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文
など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑問
文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、介
詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態助
詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様態
補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形など）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-20中国語ⅠＢ「CB1-3」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：水・２時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

有働　彰子

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。2課ごとに小テストを行うの
でしっかり復習してテストに臨むこと。具体的には

　予習⇒①新出単語の音読　②本文をノートに書き写す。（45
分）
　復習⇒①本文の音読(10分)
　　　　②本文→日本語訳→本文、本文→ピンイン→本文　の
作業を一回以上行う。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものと
は内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこ
と。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の
参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞
述語文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞な
ど）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反
復疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞
“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い
方、連動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
（動態助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞
“会”、様態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形
など）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-21中国語ⅠＢ「CB4-6」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：水・２時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

周　龍梅

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
授業中に配ったプリントの内容を教科書と内容と併用しなが
ら、練習文をたくさん作ること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内
容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中
国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考に
なるような資料をアップしています。
中国語関係の辞書や資料であれば、大いに利用してほしい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

とにかく積極的に授業参加が望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復
疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-22中国語ⅠＢ「CF1-2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・４時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

王　雲燕

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものと
は内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこ
と。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の
参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞
述語文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞な
ど）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反
復疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞
“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い
方、連動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
（動態助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞
“会”、様態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形
など）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-23中国語ⅠＢ「CF3-4」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・４時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

トウ　ギョクテイ

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を使っ
て基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文ができ
るレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章による基
礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には習得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
①教科書の指定したところを事前に音読できるようになってお
くこと。(45分)
②授業で学んだ例文の日本語の意味を再度確認し、ピンイン・
簡体字で表記できるようにすること。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準：目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性
を有しているかどうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法：定期試験および発話・聞き取りテストを60％、
平常点（授業態度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合
で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）
2018年度版以前のものとは内容がかなり異なっているので、先輩
から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になる
ような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学の授業は技能訓練のようなトレーニング授業であるので、受
講者は講義を受身的に聞くだけではなく、積極的に発音や練習等
に参加することが強く求められる。
毎課の本文にならって小作文を書く課題によって、平常点を取り
ますので、不参加の場合は単位の取得が難しくなります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、儿化音、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文
など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10. 第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11. 第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12. 第8課　「私は今年19歳です。」
13. 第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑問
文など）
14. 第9課　「私の家は六人家族です。」
15. まとめ

（後期）
16. 前期の復習
17. 第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18. 第10課　「私の父は忙しい。」
19. 第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、介詞
フレーズなど）
20. 第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21. 第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）
22. 第12課　「私は朝７時に起きます。」
23. 第13課　「私の一週間」（時間量など）
24. 第13課　「私の一週間」
25. 第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（助詞
“了”と“ ”など）
26. 第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27. 第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様態補
語など）
28. 第15課　「私は中国語が話せます。」
29. 第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形など）
30. まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-24中国語ⅠＢ「SM1・SP1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・１時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

荒木　雪葉

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。予習：次の回で行う単語・会
話・本文の内容を把握する。テキスト付属の音声ファイルを参
考にして発音を練習する。（45分） 復習：会話や本文の暗唱を
繰り返し行う。練習問題を見直し、小テストの準備をする。
（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内
容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中
国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考に
なるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

原則として、毎回授業時に小テストを行うため、授業開始前に
前回の復習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復
疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-25中国語ⅠＢ「SM2・SC」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・１時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

中里見　敬

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
小テストの準備や朗読など、日常の学習が大切です。中国語を
聞き、発音することを習慣にしましょう。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは
内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中
国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考に
なるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験を受けなかった場合には放棄となります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述
語文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞な
ど）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復
疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞
“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、
連動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動
態助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、
様態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-26中国語ⅠＢ「SE1・SP2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・１時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

チョウ　ロ

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
学習する予定の内容を事前に確認し、例文や短文などを試し訳
しておくこと。
音声ファイルを聴きながら、学習した内容を簡体字やピンイン
記号で書いて練習すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内
容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になる
ような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

中国語ⅠＡと同じ教科書を使用していますが、定期試験は別々に
行われることに留意すること。
語法を中心に練習する際に、正しく発音することも怠らないこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑
問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-27中国語ⅠＢ「SE2・再」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・１時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

トウ　ギョクテイ

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には習得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
①教科書の指定したところを事前に音読できるようになってお
くこと。(45分)
②授業で学んだ例文の日本語の意味を再度確認し、ピンイン・
簡体字で表記できるようにすること。(45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準：目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性
を有しているかどうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法：定期試験および発話・聞き取りテストを60％、
平常点（授業態度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合
で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）
2018年度版以前のものとは内容がかなり異なっているので、先輩
から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になる
ような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学の授業は技能訓練のようなトレーニング授業であるので、受
講者は講義を受身的に聞くだけではなく、積極的に発音や練習等
に参加することが強く求められる。
毎課の本文にならって小作文を書く課題によって、平常点を取り
ますので、不参加の場合は単位の取得が難しくなります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、儿化音、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文
など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10. 第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11. 第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12. 第8課　「私は今年19歳です。」
13. 第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑問
文など）
14. 第9課　「私の家は六人家族です。」
15. まとめ

（後期）
16. 前期の復習
17. 第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18. 第10課　「私の父は忙しい。」
19. 第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、介詞
フレーズなど）
20. 第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21. 第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）
22. 第12課　「私は朝７時に起きます。」
23. 第13課　「私の一週間」（時間量など）
24. 第13課　「私の一週間」
25. 第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（助詞
“了”と“ ”など）
26. 第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27. 第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様態補
語など）
28. 第15課　「私は中国語が話せます。」
29. 第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形など）
30. まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-28中国語ⅠＢ「TM1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・３時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

堤　和幸

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。

事前学習：本文、及び新出単語の意味、発音を確認しておくこ
と。

事後学習：本文や授業で示した例文、新出単語等を暗唱できる
ようになるまで、練習すること。また、文法事項の確認、簡体
字の練習も忘れないこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内容
がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になる
ような資料をアップしています。

特に参考書は指定しません。中国の現代事情や歴史、中国語の勉
強等について尋ねたいことがあれば遠慮なく声をかけてくださ
い。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学学習に近道はありません。「意欲」と「努力」が大切です。
やる気をもって頑張れば、必ずそれに比例して力がついてきま
す。途中で諦めずに努力を継続してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文
など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑問
文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、介
詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態助
詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様態
補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形など）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-29中国語ⅠＢ「TM2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・３時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

トウ　ギョクテイ

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には習得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
①教科書の指定したところを事前に音読できるようになってお
くこと。(45分)
②授業で学んだ例文の日本語の意味を再度確認し、ピンイン・
簡体字で表記できるようにすること。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準：目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性
を有しているかどうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法：定期試験および発話・聞き取りテストを60％、
平常点（授業態度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合
で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）
2018年度版以前のものとは内容がかなり異なっているので、先輩
から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になる
ような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学の授業は技能訓練のようなトレーニング授業であるので、受
講者は講義を受身的に聞くだけではなく、積極的に発音や練習等
に参加することが強く求められる。
毎課の本文にならって小作文を書く課題によって、平常点を取り
ますので、不参加の場合は単位の取得は難しくなります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、儿化音、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文
など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10. 第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11. 第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12. 第8課　「私は今年19歳です。」
13. 第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑問
文など）
14. 第9課　「私の家は六人家族です。」
15. まとめ

（後期）
16. 前期の復習
17. 第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18. 第10課　「私の父は忙しい。」
19. 第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、介詞
フレーズなど）
20. 第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21. 第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）
22. 第12課　「私は朝７時に起きます。」
23. 第13課　「私の一週間」（時間量など）
24. 第13課　「私の一週間」
25. 第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（助詞
“了”と“ ”など）
26. 第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27. 第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様態補
語など）
28. 第15課　「私は中国語が話せます。」
29. 第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形など）
30. まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-30中国語ⅠＢ「TE1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・３時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

チョウ　ロ

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと
学習する予定の内容を事前に確認し、例文や短文などを試し訳
しておくこと。
音声ファイルを聴きながら、学習した内容を簡体字やピンイン
記号で書いて練習しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内
容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になる
ような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

中国語ⅠＡと同じ教科書を使用していますが、定期試験は別々に
行われることに留意すること。
語法を中心に練習する際に、正しく発音するすることも怠らない
こと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑
問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-31中国語ⅠＢ「TE2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・３時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

陳　青鳳

◎－－－　概要　－－－◎

　中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
　1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBで
は語法・本文及び講読練習が教材となります。同じ内容を異な
るスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を学習する
ことになり、中国語に対する理解をより深めることができま
す。学ぶ単語も重なりますので学生には覚えやすくなると考え
ています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(知識・理解)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、授業の最初に復習テストを行うため、必ず前回の授業内
容を復習すること。毎回３０分の予習、３０分の復習を行うこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内
容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になる
ような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義では、実際に受講する皆さんに発音をしてもらいますの
で、講義の復習は必ず行うこと。また、教室内のマナーは徹底す
ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑
問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-32中国語ⅠＢ「TL1-2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：水・３時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

岡村　真寿美

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。予習：次の回で行う単語・会
話・本文の内容を把握する。テキスト付属の音声ファイルを参
考にして発音を練習する。（45分） 復習：会話や本文の暗唱を
繰り返し行う。練習問題を見直し、小テストの準備をする。
（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内
容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中
国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考に
なるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

原則として、毎回授業時に小テストを行うため、授業開始前に
前回の復習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復
疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-33中国語ⅠＢ「TL3-4」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：水・３時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

周　龍梅

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
授業中に配ったプリントの内容を教科書と内容と併用しなが
ら、練習文をたくさん作ること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内
容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中
国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考に
なるような資料をアップしています。
中国語関係の辞書や資料であれば大いに利用してほしい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

とにかく積極的に授業参加が望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復
疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-34中国語ⅠＢ「TK1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・４時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

葛目　至

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。
Ⅰ．明確に話せるようになる事をめざします。
Ⅱ．コミュニケーション能力を高める事をめざします。
Ⅰの目的を達成するため、毎回クラス全員の前に出て来て前回
の授業で練習した暗唱用会話文を「なりきりお芝居テスト」と
して暗唱します。また、授業中に前回の文法を使って「自分の
事を話そう」という会話練習があります。
Ⅱの目的を達成するため、授業初日に班分けをして、一年間同
じ班で一緒に協力し合って学びます。ペアレッスンやグループ
レッスンで授業を進めます。期末試験も、ペアを組んで自分た
ちでオリジナルのシナリオを作成し、衣装やＢＧＭをつけて短
い中国語劇（スキット）をします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、前回の暗唱用会話文を暗唱できるように準備して来る
事。（約１５分）
毎回、前回の文法を復習してから来る事。（約１５分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは
内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中
国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考に
なるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Ａ４サイズのクリアファイル（４０ポケット以上）を用意し、
専用のフォルダーとして、毎回の授業に持参し、配られたプリ
ントを順番に入れる事。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション、発音１－１（声調）、自己紹介
2.　発音１－２（単母音）
3.　発音２（子音）、他者紹介
4.　発音３（複母音）
5.　発音４（鼻母音）
6.　発音５（声調の変化、アル化、漢詩）
7.　第６課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方など）
8.　第６・７課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞
など）
9.　第７・８課　「私は今年十九歳です。」（日付の言い方な
ど）
10.　第８・９課　私の家は六人家族です。」（動詞“有”、
反復疑問文など）
11.　第９課・前期の文法のまとめ
12.　シナリオ作成開始
13．　シナリオ作成完成
14．　会話試験（リハーサル）
15．　会話試験（本番）
（後期）
16.　前期の文法の復習。前期試験の見直し。
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10・11課「私の家は福岡市にあります。」（動詞
“在”、介詞フレーズなど）
19.　第11・12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い
方、連動文、連体修飾語など）
20.　第12・13課　「私の一週間」（時間量など）
21.　第13・14課　「私は中国に行ったことがありません。」
（動態助詞“了”と“ ”など）
22.　中国語映画鑑賞会
23．第14・15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞
“会”、様態補語など）
24.　第15・16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行
形など）
25.　第16課
26．後期の文法のまとめ
27．シナリオ作成開始
28.　シナリオ作成完成
29．会話試験（リハーサル）
30．会話試験（本番）

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-35中国語ⅠＢ「TK2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・４時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

堤　和幸

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。

事前学習：本文、及び新出単語の意味、発音を確認しておくこ
と。

事後学習：本文や授業で示した例文、新出単語等を暗唱できる
ようになるまで、練習すること。また、文法事項の確認、簡体
字の練習も忘れないこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内容
がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になる
ような資料をアップしています。

特に参考書は指定しません。中国の現代事情や歴史、中国語の勉
強等について尋ねたいことがあれば遠慮なく声をかけてくださ
い。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学学習に近道はありません。「意欲」と「努力」が大切です。
やる気をもって頑張れば、必ずそれに比例して力がついてきま
す。途中で諦めずに努力を継続してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語文
など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑問
文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、介
詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連動
文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態助
詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様態
補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形など）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-36中国語ⅠＢ「TC1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・２時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

陳　青鳳

◎－－－　概要　－－－◎

　中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
　1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBで
は語法・本文及び講読練習が教材となります。同じ内容を異な
るスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を学習する
ことになり、中国語に対する理解をより深めることができま
す。学ぶ単語も重なりますので学生には覚えやすくなると考え
ています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(知識・理解)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、授業の最初に復習テストを行うため、必ず前回の授業内
容を復習すること。毎回３０分の予習、３０分の復習を行うこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内
容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になる
ような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義では、実際に受講する皆さんに発音をしてもらいますの
で、講義の復習は必ず行うこと。また、教室内のマナーは徹底す
ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑
問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-37中国語ⅠＢ「TC2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・２時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

有働　彰子

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。2課ごとに小テストを行うの
でしっかり復習してテストに臨むこと。具体的には

　予習⇒①新出単語の音読　②本文をノートに書き写す。（45
分）
　復習⇒①本文の音読(10分)
　　　　②本文→日本語訳→本文、本文→ピンイン→本文　の
作業を一回以上行う。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものと
は内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこ
と。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の
参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞
述語文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞な
ど）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反
復疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞
“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い
方、連動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
（動態助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞
“会”、様態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形
など）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-38中国語ⅠＢ「TA1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：水・２時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

岡村　真寿美

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。予習：次の回で行う単語・会
話・本文の内容を把握する。テキスト付属の音声ファイルを参
考にして発音を練習する。（45分） 復習：会話や本文の暗唱を
繰り返し行う。練習問題を見直し、小テストの準備をする。
（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものとは内
容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中
国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考に
なるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

原則として、毎回授業時に小テストを行うため、授業開始前に
前回の復習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復
疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009753-39中国語ⅠＢ「TA2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：水・２時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

リュウ　ヒョウ

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を
使って基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文が
できるレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章によ
る基礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBでは
語法・本文及び講読練習が教材となります。ⅠAの内容と同じ
テーマを異なるスタイルで学びますので、二つの角度から中国
語を学習することになり、中国語に対する理解をより深めるこ
とができます。学ぶ単語も重なりますので履修者には修得しや
すくなると考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

③簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。(技能)

④教科書の文章にならって自己紹介文や日常生活に関する簡単
な文章が書ける。(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業時間外の予習・復習の分量
予習：2時間、復習：2時間

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～④に到達しており、⑤の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト、ミニレポート等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2018年度版以前のものと
は内容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けない
こと。

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習
の参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞
述語文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞な
ど）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反
復疑問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞
“在”、介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い
方、連動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
（動態助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞
“会”、様態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形
など）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ00009762-01中国語ⅡＡ「LC1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・１時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限,　2020/01/16　２時限　　

宮下　尚子

◎－－－　概要　－－－◎

昨年一年間の中国語の学習に引き続き、基本的な文法の要点を
学ぶ。語彙や構文、表現等を増やし、さらに中国語でコミュニ
ケーションができることを目指しています。
週1コマの授業で1冊のテキストを１年間で終える。話す・聴く
作業を中心に、日常生活に必要な会話表現をさらに充実させま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書は中国語検定試験（http://www.chuken.gr.jp）３級の水
準にあるので、中検３級（少なくとも４級以上）のレベルに到
達する。 (知識・理解)

②自分の身の回りのことでいささか複雑なことがらを、習得し
た中国語で表現できるようになる。(技能)

③中国の社会・文化事情への視野を広め知識を増やす。 (態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、次回に学習予定の箇所の単語練習プリントを宿題として
配布します。それを予習の一部とみなします。 （45分）
毎回、授業終了時に、既習項目の文法プリント、もしくはポイ
ントによる練習問題あるいは教科書の練習問題を宿題として課
します。それを復習の一部とみなします。 （45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
(1)評価基準
目標①②に到達しており、③の態度・志向性を有しているかど
うかを評価の基準とする。
(2)評価方法
定期試験＋発話・聞き取りテスト６０％、平常点４０％。

◎－－－　テキスト　－－－◎

趙葵欣、董玉 ／著『漢語課本Ⅱ改訂版』朝日出版社（1900
円+税）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

(1)授業には積極的姿勢で取り組む。
(2)受講マナーを守る。
(3)今回の講義用のテキストを購入する。
(4)正当な理由のない欠席や遅刻は評価に影響します。試合、
入院等の欠席については個別に考慮します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
1.　授業ガイダンス。第1課：「准 好了 」会話の解説
　　結果補語、様態補語、動作の順序を表す表現
2.　第1課の文法要点の学習と会話練習
3.　第2課：「去  教室怎么走」会話と文法要点の解説
　　方向補語①　助動詞「得」　接続詞①
4. 第2課の文法要点の復習と会話練習
5.　第3課：「新同学」会話と文法要点の解説
　　方向補語②　助動詞「可以」「就」と「才」
6.　第3課の文法要点の復習と会話練習
7.　第4課：「留学生交流会」会話と文法要点の解説
　「把」構文①　助動詞「能、  」
8.　第4課の文法要点の復習と会話練習
9.　第5課：「我把 料打 了」会話と文法要点の解説
　　「把」構文②　可能補語①　 一 …一 …
10. 第5課の文法要点の復習と会話練習
11. 第6課：「被他批 了一 」会話と文法要点の解説
　　「被」構文　可能補語②　越来越……
12. 第6課の文法要点の復習と会話練習
13. 第7課：「那个女孩穿着特 的衣服」会話と文法要点の解説
　　存現文　V着の構文
14. 第7課の文法要点の復習と会話練習
15．前期の復習

後期
16. 第8課：「我感冒了」会話と文法要点の解説
　　使役文　方向補語の活用①V起来
17. 第8課の文法要点の復習と会話練習
18. 第9課：「新手机比旧的大多了」会話と文法要点の解説
　　差を表現する比較文　接続詞②
19. 第9課の文法要点の復習と会話練習
20. 第10課：「  角」会話と文法要点の解説
　　方向補語の活用②V下来　 除了…以外 疑問詞の活用①　
21. 第10課の文法要点の復習と会話練習
22. 第11課：「短期留学」会話と文法要点の解説
　　越V越……　疑問詞の活用②　接続詞③
23. 第11課の文法要点の復習と会話練習
24. 第12課：「想去 点儿礼物」会話と文法要点の解説
　　近未来形　疑問詞の活用③ 「有点儿」と「一点儿」
25. 第12課の文法要点の復習と会話練習
26. 第13課：「期末考 」会話と文法要点の解説
　反語文　「的 地 得」の区別　接続詞④
27. 第13課の文法要点の復習と会話練習
28. 第14課：「祝你一路平安」会話と文法要点の解説
　　 …也/都　感嘆文　接続詞⑤
29. 第14課の文法要点の復習と会話練習　
30. 口頭試験、後期の総合復習
*授業の進展状況によって、多少調整する可能性があります。



2019-SJ00009762-02中国語ⅡＡ「LC2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・１時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限,　2020/01/16　２時限　　

荒木　雪葉

◎－－－　概要　－－－◎

一年間の中国語の学習に引き続き、基本的な文法の要点を学
ぶ。語彙や構文、表現等を増やし、さらに中国語でコミュニ
ケーションができることを目指している。
週1コマの授業で1冊のテキストを１年間で終える。話す・聴く
作業を中心に、日常生活に必要な会話表現をさらに充実させ
る。
勉強した単語や文型を使って、自分の言いたいことを表現する
能力を鍛える。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書は中国語検定試験（http://www.chuken.gr.jp）３級の水
準にあるので、中検３級（少なくとも４級以上）のレベルに到
達する。 (知識・理解)

②自分の身の回りのことでいささか複雑なことがらを、習得し
た中国語で表現できるようになる。(技能)

③中国の社会・文化事情への視野を広め知識を増やす。 (態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に学ぶ予定の内容に目を通し、発音できるように練習して
おく。（45分）
授業後は文法の要点を含む本文や決まり文句などが暗誦できる
ように復習する。 （45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
(1)評価基準
目標①②に到達しており、③の態度・志向性を有しているかど
うかを評価の基準とする。
(2)評価方法
全体の60％を定期試験で、40％を平常点（授業態度、小テス
ト、リスニング試験等）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

趙葵欣、董玉 ／著『漢語課本Ⅱ改訂版』朝日出版社（1900
円+税）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

以前勉強した内容（単語や文型）が授業中頻繁に出てくるの
で、一年目の中国語の授業で使用したテキスト『漢語課本
2018』等や辞書などを手元に置き、いつでも調べられるよう
にする。
特に『漢語課本2018』は、毎回必ず持ってくること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
1.　授業ガイダンス。第1課：「准 好了 」会話の解説
　　結果補語、様態補語、動作の順序を表す表現
2.　第1課の文法要点の学習と会話練習
3.　第2課：「去  教室怎么走」会話と文法要点の解説
　　方向補語①　助動詞「得」　接続詞①
4. 第2課の文法要点の復習と会話練習
5.　第3課：「新同学」会話と文法要点の解説
　　方向補語②　助動詞「可以」「就」と「才」
6.　第3課の文法要点の復習と会話練習
7.　第4課：「留学生交流会」会話と文法要点の解説
　「把」構文①　助動詞「能、  」
8.　第4課の文法要点の復習と会話練習
9.　第5課：「我把 料打 了」会話と文法要点の解説
　　「把」構文②　可能補語①　 一 …一 …
10. 第5課の文法要点の復習と会話練習
11. 第6課：「被他批 了一 」会話と文法要点の解説
　　「被」構文　可能補語②　越来越……
12. 第6課の文法要点の復習と会話練習
13. 第7課：「那个女孩穿着特 的衣服」会話と文法要点の解説
　　存現文　V着の構文
14. 第7課の文法要点の復習と会話練習
15．前期の総合復習

後期
16. 第8課：「我感冒了」会話と文法要点の解説
　　使役文　方向補語の活用①V起来
17. 第8課の文法要点の復習と会話練習
18. 第9課：「新手机比旧的大多了」会話と文法要点の解説
　　差を表現する比較文　接続詞②
19. 第9課の文法要点の復習と会話練習
20. 第10課：「  角」会話と文法要点の解説
　　方向補語の活用②V下来　 除了…以外 疑問詞の活用①　
21. 第10課の文法要点の復習と会話練習
22. 第11課：「短期留学」会話と文法要点の解説
　　越V越……　疑問詞の活用②　接続詞③
23. 第11課の文法要点の復習と会話練習
24. 第12課：「想去 点儿礼物」会話と文法要点の解説
　　近未来形　疑問詞の活用③ 「有点儿」と「一点儿」
25. 第12課の文法要点の復習と会話練習
26. 第13課：「期末考 」会話と文法要点の解説
　反語文　「的 地 得」の区別　接続詞④
27. 第13課の文法要点の復習と会話練習
28. 第14課：「祝你一路平安」会話と文法要点の解説
　　 …也/都　感嘆文　接続詞⑤
29. 第14課の文法要点の復習と会話練習　
30. リスニング試験、後期の総合復習
*授業の進展状況によって、多少調整する可能性がある。



2019-SJ00009762-03中国語ⅡＡ「LH1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・１時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限,　2020/01/16　２時限　　

オウ　イクブン

◎－－－　概要　－－－◎

一年間の中国語の学習に引き続き、基本的な文法の要点を学
ぶ。語彙や構文、表現等を増やし、さらに中国語でコミュニ
ケーションができることを目指している。週1コマの授業で1冊
のテキストを１年間で終える。話す・聴く作業を中心に、日常
生活に必要な会話表現をさらに充実させる。勉強した単語や文
型を使って、自分の言いたいことを表現する能力を鍛える。ペ
アやグループでの練習を多く行うので、積極的に参加してほし
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基本的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

③教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

④自分の身の回りのことで些か複雑なことがらを習得した中国
語で表現できるようになる。(技能)

⑤教科書は中国語検定試験（http://www.chuken.gr.jp）３級の水
準にあるので、中検３級（少なくとも４級以上）のレベルに到
達する。(知識・理解)

⑥中国の社会・文化事情への視野を広め知識を増やす。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
予習：事前に学習予定の内容に目を通し、録音を聞きながら、
発音できるように練習しておく（45分）。
　復習：録音について既習会話文を朗読し、文法と単語を暗誦
できるように復習する（45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～⑤に到達しており、⑥の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験（発話・聞き取りテスト含む）を60％、平常点（授業
態度、小テスト等）を40％の割合で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『漢語課本Ⅱ改訂版』趙葵欣、董玉 著　（朝日出版社）￥1900+
税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

①以前勉強した内容（単語や文型）が授業中頻繁に出てくるの
で、１年時のテキスト『漢語課本2018』や辞書などを手元に置
き、いつでも調べられるようにする。特に『漢語課本2018』は毎
回必ず持ってくること。
②本文や語法の例文を繰り返し朗読し暗唱すること。
③音声ファイルをダウンロードして活用すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

(前期)
1.　授業ガイダンス。第1課：「准 好了 」会話の解説
　　様態補語「V得＋フレーズ」、結果補語、V1完＋O1（再）V2
＋O2
2.　第1課の文法要点の復習と会話練習
3.　第2課：「去  教室怎么走」会話と文法要点の解説
　　方向補語、助動詞「得」、因 …所以…
4.  第2課の文法要点の復習と会話練習
5.　第3課：「新同学」会話と文法要点の解説
　　複合方向補語、助動詞「可以」、副詞「就」と「才」
6.　第3課の文法要点の復習と会話練習
7.　第4課：「留学生交流会」会話と文法要点の解説
　 「把」構文Ⅰ、助動詞「能」、「  」
8.　第4課の文法要点の復習と会話練習
9.　第5課：「我把 料打 了」会話と文法要点の解説
　 「把」構文Ⅱ、V得了/不了、一 …一 …
10. 第5課の文法要点の復習と会話練習
11. 第6課：「被他批 了一 」会話と文法要点の解説
　　可能補語Ⅱ：V得C/V不C、「被」構文、越来越…
12. 第6課の文法要点の復習と会話練習
13. 第7課：「那个女孩穿着特別的衣服」会話と文法要点の解説
　　存在文、「着」の構用法、「特別」の用法
14. 第7課の文法要点の復習と会話練習
15．前期の総合復習

(後期)
16. 第8課：「我感冒了」会話と文法要点の解説
　　使役文、方向補語の拡張用法Ⅰ：V起来、一…就…
17. 第8課の文法要点の復習と会話練習
18. 第9課：「新手机比旧的大多了」会話と文法要点の解説
　　A比B＋adj.＋差、A跟B一 不一 、如果…（就）…、虽然…可
是/但是…
19. 第9課の文法要点の復習と会話練習
20. 第10課：「  角」会話と文法要点の解説
　　方向補語の拡張用法Ⅱ：V下去、除了…，都/ …、疑問詞の活
用Ⅰ　
21. 第10課の文法要点の復習と会話練習
22. 第11課：「短期留学」会話と文法要点の解説
　　越V越……、疑問詞の活用Ⅱ、不但…而且…
23. 第11課の文法要点の復習と会話練習
24. 第12課：「想去 点儿礼物」会話と文法要点の解説
　　要/快要/就要…了、疑問詞の活用Ⅲ、「有点儿」と「一点儿」
25. 第12課の文法要点の復習と会話練習
26. 第13課：「期末考 」会話と文法要点の解説
　 「的 地 得」の使い分け、反語、即使…也…；无 …都/也…
27. 第13課の文法要点の復習と会話練習
28. 第14課：「祝你一路平安」会話と文法要点の解説
　　感嘆文、 …也/都…、只要…（就）…
29. 第14課の文法要点の復習と会話練習　
30. 後期の総合復習
*授業の進展状況によって、多少調整する可能性がある。



2019-SJ00009762-04中国語ⅡＡ「LH2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・１時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限,　2020/01/16　２時限　　

トウ　ギョクテイ

◎－－－　概要　－－－◎

一年間の中国語の学習に引き続き、基本的な文法の要点を学
ぶ。語彙や構文、表現等を増やし、さらに中国語でコミュニ
ケーションができることを目指している。週1コマの授業で1冊
のテキストを１年間で終える。話す・聴く作業を中心に、日常
生活に必要な会話表現をさらに充実させる。勉強した単語や文
型を使って、自分の言いたいことを表現する能力を鍛える。ペ
アやグループでの練習を多く行うので、積極的に参加してほし
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①自分の身の回りのことで些か複雑なことがらを習得した中国
語で表現できるようになる。(技能)

②中国の社会・文化事情への視野を広め知識を増やす。 (態
度・志向性)

③教科書は中国語検定試験（http://www.chuken.gr.jp）３級の水
準にあるので、中検３級（少なくとも４級以上）のレベルに到
達する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：事前に学習予定の内容に目を通し、録音を聞きながら、
発音できるように練習しておく。（30分）
復習：録音について既習会話文を朗読し、文法と単語を暗誦で
きるように復習する。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

定期試験（期末に実施する筆記試験）60%、平常点（小作文お
よび課題文の暗唱等）40%

学年評価は、前期と後期各50%です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『漢語課本Ⅱ改訂版』趙葵欣　董 玉 　著　
（朝日出版社）￥1900+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

以前勉強した内容（単語や文型）が授業中頻繁に出てくるの
で、１年時のテキスト『漢語課本2018』や辞書などを手元に
置き、いつでも調べられるようにする。特に『漢語課本
2018』は毎回必ず持ってくること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　授業ガイダンス。第1課：「准 好了 」会話の解説 結果補
語、様態補語、動作の順序を表す表現
2.　第1課の文法要点の学習と会話練習
3.　第2課：「去  教室怎么走」会話と文法要点の解説 方向補
語①　助動詞「得」　接続詞①
4.  第2課の文法要点の復習と会話練習
5.　第3課：「新同学」会話と文法要点の解説　方向補語②
　助動詞「可以」「就」と「才」
6.　第3課の文法要点の復習と会話練習
7.　第4課：「留学生交流会」会話と文法要点の解説 「把」
構文①　助動詞「能、  」
8.　第4課の文法要点の復習と会話練習
9.　第5課：「我把 料打 了」会話と文法要点の解説 「把」構
文②　可能補語①　 一 …一 …
10. 第5課の文法要点の復習と会話練習
11. 第6課：「被他批 了一 」会話と文法要点の解説 「被」構
文　可能補語②　越来越……
12. 第6課の文法要点の復習と会話練習
13. 第7課：「那个女孩穿着特 的衣服」会話と文法要点の解
説 　存現文　V着の構文
14. 第7課の文法要点の復習と会話練習
15. 前期の総合復習

（後期）
16. 第8課：「我感冒了」会話と文法要点の解説使役文　方向
補語の活用①V起来
17. 第8課の文法要点の復習と会話練習
18. 第9課：「新手机比旧的大多了」会話と文法要点の解説
差を表現する比較文　接続詞②
19. 第9課の文法要点の復習と会話練習
20. 第10課：「  角」会話と文法要点の解説 方向補語の活用
②V下来　 除了…以外 疑問詞の活用①　
21. 第10課の文法要点の復習と会話練習
22.　第11課：「短期留学」会話と文法要点の解説 越V越
……　疑問詞の活用②　接続詞③
23. 第11課の文法要点の復習と会話練習
24. 第12課：「想去 点儿礼物」会話と文法要点の解説 近未来
形　疑問詞の活用③ 「有点儿」と「一点儿」
25. 第12課の文法要点の復習と会話練習
26. 第13課：「期末考 」会話と文法要点の解説 反語文　「的
地 得」の区別　接続詞④
27. 第13課の文法要点の復習と会話練習
28. 第14課：「祝你一路平安」会話と文法要点の解説  …也/
都　感嘆文　接続詞⑤
29. 第14課の文法要点の復習と会話練習　
30. 後期の総合復習

*授業の進展状況によって、多少調整する可能性がある。



2019-SJ00009762-05中国語ⅡＡ「LJ」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・１時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限,　2020/01/16　２時限　　

シュク　リ

◎－－－　概要　－－－◎

　一年間の中国語の学習に引き続き、基本的な文法の要点を学
ぶ。語彙や構文、表現等を増やし、さらに中国語でコミュニ
ケーションができることを目指している。週1コマの授業で1冊
のテキストを１年間で終える。話す・聴く作業を中心に、日常
生活に必要な会話表現をさらに充実させる。勉強した単語や文
型を使って、自分の言いたいことを表現する能力を鍛える。ペ
アやグループでの練習を多く行うので、積極的に参加してほし
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教科書で学ぶ中国語の基本的な語法を理解する。(知識・理解)

教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

自分の身の回りのことで些か複雑なことがらを習得した中国語
で表現できるようになる。(技能)

教科書は中国語検定試験（http://www.chuken.gr.jp）３級の水準
にあるので、中検３級（少なくとも４級以上）のレベルに到達
する。(知識・理解)

中国の社会・文化事情への視野を広め知識を増やす。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
予習：事前に学習予定の内容に目を通し、録音を聞きながら、
発音できるように練習しておく（45分）。
復習：録音について既習会話文を朗読し、文法と単語を暗誦で
きるように復習する（45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
(1) 評価基準
　目標①～⑤に到達しており、⑥の態度・志向性を有している
かどうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
　定期試験（発話・聞き取りテスト含む）を60％、平常点（授
業態度、小テスト等）を40％の割合で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『漢語課本Ⅱ改訂版』趙葵欣　董 玉 　著　（朝日出版社）
￥1900+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　以前勉強した内容（単語や文型）が授業中頻繁に出てくるの
で、１年時のテキスト『漢語課本2018』や辞書などを手元に置
き、いつでも調べられるようにする。特に『漢語課本2018』は
毎回必ず持ってくること

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　授業ガイダンス。第1課：「准 好了 」会話の解説
　　様態補語「V得＋フレーズ」、結果補語、V1完＋O1（再）
　　V2＋O2
2.　第1課の文法要点の復習と会話練習
3.　第2課：「去  教室怎么走」会話と文法要点の解説
　　方向補語、助動詞「得」、因 …所以…
4.  第2課の文法要点の復習と会話練習
5.　第3課：「新同学」会話と文法要点の解説
　　複合方向補語、助動詞「可以」、副詞「就」と「才」
6.　第3課の文法要点の復習と会話練習
7.　第4課：「留学生交流会」会話と文法要点の解説
　 「把」構文Ⅰ、助動詞「能」、「  」
8.　第4課の文法要点の復習と会話練習
9.　第5課：「我把 料打 了」会話と文法要点の解説
　 「把」構文Ⅱ、V得了/不了、一 …一 …
10. 第5課の文法要点の復習と会話練習
11. 第6課：「被他批 了一 」会話と文法要点の解説
　　可能補語Ⅱ：V得C/V不C、「被」構文、越来越……
12. 第6課の文法要点の復習と会話練習
13. 第7課：「那个女孩穿着特 的衣服」会話と文法要点の解
　　説
　　存在文、「着」の構用法、「特別」の用法
14. 第7課の文法要点の復習と会話練習
15．前期の総合復習

(後期)
16. 第8課：「我感冒了」会話と文法要点の解説
　　使役文、方向補語の拡張用法Ⅰ：V起来、一…就…
17. 第8課の文法要点の復習と会話練習
18. 第9課：「新手机比旧的大多了」会話と文法要点の解説
　　A比B＋adj.＋差、A跟B一 不一 、如果…（就）…、虽
　　然…可是/但是…
19. 第9課の文法要点の復習と会話練習
20. 第10課：「  角」会話と文法要点の解説
　　方向補語の拡張用法Ⅱ：V下去、除了…，都/ …、疑問詞
　　の活用Ⅰ　
21. 第10課の文法要点の復習と会話練習
22. 第11課：「短期留学」会話と文法要点の解説
　　越V越……、疑問詞の活用Ⅱ、不但…而且…
23. 第11課の文法要点の復習と会話練習
24. 第12課：「想去 点儿礼物」会話と文法要点の解説
　　要/快要/就要…了、疑問詞の活用Ⅲ、「有点儿」と「一点
　　儿」
25. 第12課の文法要点の復習と会話練習
26. 第13課：「期末考 」会話と文法要点の解説
　 「的 地 得」の使い分け、反語、即使…也…；无 …都/
　　也…
27. 第13課の文法要点の復習と会話練習
28. 第14課：「祝你一路平安」会話と文法要点の解説
　　感嘆文、 …也/都…、只要…（就）…
29. 第14課の文法要点の復習と会話練習　
30. 後期の総合復習
*授業の進展状況によって、多少調整する可能性がある。



2019-SJ00009762-06中国語ⅡＡ「LP1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・１時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限,　2020/01/16　２時限　　

アイネル　バラティ

◎－－－　概要　－－－◎

一年間の中国語の学習に引き続き、基本的な文法の要点を学
ぶ。語彙や構文、表現等を増やし、さらに中国語でコミュニ
ケーションができることを目指している。週1コマの授業で1冊
のテキストを１年間で終える。話す・聴く作業を中心に、日常
生活に必要な会話表現をさらに充実させる。勉強した単語や文
型を使って、自分の言いたいことを表現する能力を鍛える。ペ
アやグループでの練習を多く行うので、積極的に参加してほし
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基本的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

③教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

④自分の身の回りのことで些か複雑なことがらを習得した中国
語で表現できるようになる。(技能)

⑤教科書は中国語検定試験（http://www.chuken.gr.jp）３級の水
準にあるので、中検３級（少なくとも４級以上）のレベルに到
達する。(知識・理解)

⑥中国の社会・文化事情への視野を広め知識を増やす。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
予習：事前に学習予定の内容に目を通し、録音を聞きながら、
発音できるように練習しておく（45分）。
復習：録音について既習会話文を朗読し、文法と単語を暗誦で
きるように復習する（45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
成績評価基準および方法
各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
(1) 評価基準
目標①～⑤に到達しており、⑥の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験（発話・聞き取りテスト含む）を60％、平常点（授業
態度、小テスト等）を40％の割合で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『漢語課本Ⅱ改訂版』趙葵欣、董玉 著　
（朝日出版社）￥1900+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

以前勉強した内容（単語や文型）が授業中頻繁に出てくるので、
１年時のテキスト『漢語課本2018』や辞書などを手元に置き、い
つでも調べられるようにする。特に『漢語課本2018』は毎回必ず
持ってくること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

(前期)
1.　授業ガイダンス。第1課：「准 好了 」会話の解説
　　様態補語「V得＋フレーズ」、結果補語、V1完＋O1（再）
V2＋O2
2.　第1課の文法要点の復習と会話練習
3.　第2課：「去  教室怎么走」会話と文法要点の解説
　　方向補語、助動詞「得」、因 …所以…
4.  第2課の文法要点の復習と会話練習
5.　第3課：「新同学」会話と文法要点の解説
　　複合方向補語、助動詞「可以」、副詞「就」と「才」
6.　第3課の文法要点の復習と会話練習
7.　第4課：「留学生交流会」会話と文法要点の解説
　 「把」構文Ⅰ、助動詞「能」、「  」
8.　第4課の文法要点の復習と会話練習
9.　第5課：「我把 料打 了」会話と文法要点の解説
　 「把」構文Ⅱ、V得了/不了、一 …一 …
10. 第5課の文法要点の復習と会話練習
11. 第6課：「被他批 了一 」会話と文法要点の解説
　　可能補語Ⅱ：V得C/V不C、「被」構文、越来越……
12. 第6課の文法要点の復習と会話練習
13. 第7課：「那个女孩穿着特 的衣服」会話と文法要点の解説
　　存在文、「着」の構用法、「特別」の用法
14. 第7課の文法要点の復習と会話練習
15．前期の総合復習

(後期)
16. 第8課：「我感冒了」会話と文法要点の解説
　　使役文、方向補語の拡張用法Ⅰ：V起来、一…就…
17. 第8課の文法要点の復習と会話練習
18. 第9課：「新手机比旧的大多了」会話と文法要点の解説
　　A比B＋adj.＋差、A跟B一 不一 、如果…（就）…、虽然…可
是/但是…
19. 第9課の文法要点の復習と会話練習
20. 第10課：「  角」会話と文法要点の解説
　　方向補語の拡張用法Ⅱ：V下去、除了…，都/ …、疑問詞の
活用Ⅰ　
21. 第10課の文法要点の復習と会話練習
22. 第11課：「短期留学」会話と文法要点の解説
　　越V越……、疑問詞の活用Ⅱ、不但…而且…
23. 第11課の文法要点の復習と会話練習
24. 第12課：「想去 点儿礼物」会話と文法要点の解説
　　要/快要/就要…了、疑問詞の活用Ⅲ、「有点儿」と「一点
儿」
25. 第12課の文法要点の復習と会話練習
26. 第13課：「期末考 」会話と文法要点の解説
　 「的 地 得」の使い分け、反語、即使…也…；无 …都/也…
27. 第13課の文法要点の復習と会話練習
28. 第14課：「祝你一路平安」会話と文法要点の解説
　　感嘆文、 …也/都…、只要…（就）…
29. 第14課の文法要点の復習と会話練習　
30. 後期の総合復習
*授業の進展状況によって、多少調整する可能性がある。



2019-SJ00009762-07中国語ⅡＡ「LP2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・１時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限,　2020/01/16　２時限　　

ホウ　ラメイ

◎－－－　概要　－－－◎

一年間の中国語の学習に引き続き、基本的な文法の要点を学
ぶ。語彙や構文、表現等を増やし、さらに中国語でコミュニ
ケーションができることを目指している。週1コマの授業で1冊
のテキストを１年間で終える。話す・聴く作業を中心に、日常
生活に必要な会話表現をさらに充実させる。勉強した単語や文
型を使って、自分の言いたいことを表現する能力を鍛える。ペ
アやグループでの練習を多く行うので、積極的に参加してほし
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教科書で学ぶ中国語の基本的な語法を理解する。
(知識・理解)

教科書で学ぶ中国語の会話の発音を聞き分けられる。(技能)

教科書で学ぶ中国語の会話が概ね正確に発音できる。
(技能)

自分の身の回りのことで些か複雑なことがらを習得した中国語
で表現できるようになる。(技能)

教科書は中国語検定試験（http://www.chuken.gr.jp)３級の水準に
あるので、中検３級（少なくとも４級以上）のレベルに到達す
る。(知識・理解)

中国の社会・文化事情への視野を広め知識を増やす。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に学ぶ予定の内容に目を通し、発音できるように練習して
おく。授業後は文法の要点を含む本文や決まり文句などが暗誦
できるように復習する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験及び発話・聞き取りテストを60％、 平常点（授業態
度、小テスト等）を４０％の割合で評価する。

＊「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

趙葵欣、董玉 ／著『漢語課本Ⅱ改訂版』朝日出版社（1900
円+税）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

以前勉強した内容（単語や文型）が授業中頻繁に出てくるの
で、１年時のテキスト『漢語課本2018』や辞書などを手元に
置き、いつでも調べられるようにする。特に『漢語課本
2018』は毎回必ず持ってくる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
1.　授業ガイダンス。第1課：「准 好了 」会話の解説
　　結果補語、様態補語、動作の順序を表す表現
2.　第1課の文法要点の学習と会話練習
3.　第2課：「去  教室怎么走」会話と文法要点の解説
　　方向補語①　助動詞「得」　接続詞①
4. 第2課の文法要点の復習と会話練習
5.　第3課：「新同学」会話と文法要点の解説
　　方向補語②　助動詞「可以」「就」と「才」
6.　第3課の文法要点の復習と会話練習
7.　第4課：「留学生交流会」会話と文法要点の解説
　「把」構文①　助動詞「能、  」
8.　第4課の文法要点の復習と会話練習
9.　第5課：「我把 料打 了」会話と文法要点の解説
　　「把」構文②　可能補語①　 一 …一 …
10. 第5課の文法要点の復習と会話練習
11. 第6課：「被他批 了一 」会話と文法要点の解説
　　「被」構文　可能補語②　越来越……
12. 第6課の文法要点の復習と会話練習
13. 第7課：「那个女孩穿着特 的衣服」会話と文法要点の解説
　　存現文　V着の構文
14. 第7課の文法要点の復習と会話練習
15．前期の総合復習

後期
16. 第8課：「我感冒了」会話と文法要点の解説
　　使役文　方向補語の活用①V起来
17. 第8課の文法要点の復習と会話練習
18. 第9課：「新手机比旧的大多了」会話と文法要点の解説
　　差を表現する比較文　接続詞②
19. 第9課の文法要点の復習と会話練習
20. 第10課：「  角」会話と文法要点の解説
　　方向補語の活用②V下来　 除了…以外 疑問詞の活用①　
21. 第10課の文法要点の復習と会話練習
22. 第11課：「短期留学」会話と文法要点の解説
　　越V越……　疑問詞の活用②　接続詞③
23. 第11課の文法要点の復習と会話練習
24. 第12課：「想去 点儿礼物」会話と文法要点の解説
　　近未来形　疑問詞の活用③ 「有点儿」と「一点儿」
25. 第12課の文法要点の復習と会話練習
26. 第13課：「期末考 」会話と文法要点の解説
　反語文　「的 地 得」の区別　接続詞④
27. 第13課の文法要点の復習と会話練習
28. 第14課：「祝你一路平安」会話と文法要点の解説
　　 …也/都　感嘆文　接続詞⑤
29. 第14課の文法要点の復習と会話練習　
30. リスニング試験、後期の総合復習
*授業の進展状況によって、多少調整する可能性がある。



2019-SJ00009762-08中国語ⅡＡ「LE1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・１時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限,　2020/01/16　２時限　　

謝　平

◎－－－　概要　－－－◎

一年間の中国語の学習に引き続き、基本的な文法の要点を学
ぶ。語彙や構文、表現等を増やし、さらに中国語でコミュニ
ケーションができることを目指している。週1コマの授業で1冊
のテキストを１年間で終える。話す・聴く作業を中心に、日常
生活に必要な会話表現をさらに充実させる。勉強した単語や文
型を使って、自分の言いたいことを表現する能力を鍛える。ペ
アやグループでの練習を多く行うので、積極的に参加してほし
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基本的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

③教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

④自分の身の回りのことで些か複雑なことがらを習得した中国
語で表現できるようになる。(技能)

⑤教科書は中国語検定試験（http://www.chuken.gr.jp）３級の水
準にあるので、中検３級（少なくとも４級以上）のレベルに到
達する。(知識・理解)

⑥中国の社会・文化事情への視野を広め知識を増やす。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
予習：事前に学習予定の内容に目を通し、録音を聞きながら、
発音できるように練習しておく（45分以上）。
復習：録音について既習会話文を朗読し、文法と単語を暗誦で
きるように復習する（45分以上）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
(1) 評価基準
目標①～⑤に到達しており、⑥の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。

(2) 評価方法
定期試験（発話・聞き取りテスト含む）を60％、平常点（授業
態度、小テスト等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施等については授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『漢語課本Ⅱ改訂版』趙葵欣、董玉 著　（朝日出版社）￥1900+税

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国語］のコー
スに「中国語学習支援室」を設け、学習の参考になるような資料をアップし
ています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

以前勉強した内容（単語や文型）が授業中頻繁に出てくるので、１年時のテ
キスト『漢語課本2018』や辞書などを手元に置き、いつでも調べられるよう
にする。特に『漢語課本2018』は毎回必ず持ってくること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

(前期)
1.　授業ガイダンス。第1課：「准 好了 」会
　　話の解説。様態補語「V得＋フレーズ」、結
　　果補語、V1完＋O1（再）V2＋O2
2.　第1課の文法要点の復習と会話練習
3.　第2課：「去  教室怎么走」会話と文法要
　　点の解説。方向補語、助動詞「得」、因 ～
　　所以～
4. 第2課の文法要点の復習と会話練習
5. 第3課：「新同学」会話と文法要点の解説。
　　複合方向補語、助動詞「可以」、副詞「就」
　　と「才」
6.　第3課の文法要点の復習と会話練習
7.　第4課：「留学生交流会」会話と文法要点の
　　解説。「把」構文Ⅰ、助動詞「能」、「 　
　　 」
8.　第4課の文法要点の復習と会話練習
9.　第5課：「我把 料打 了」会話と文法要点
　　の解説。「把」構文Ⅱ、V得了/不了、一 …
　　一 …
10. 第5課の文法要点の復習と会話練習
11. 第6課：「被他批 了一 」会話と文法要点
　　の解説。可能補語Ⅱ：V得C/V不C、「被」
　　構文、越来越……
12. 第6課の文法要点の復習と会話練習
13. 第7課：「那个女孩穿着特 的衣服」会話と
　　文法要点の解説。存在文、「着」の構用法、
　　「特別」の用法
14. 第7課の文法要点の復習と会話練習
15．前期の総合復習

(後期)
16. 第8課：「我感冒了」会話と文法要点の解
　　説。使役文、方向補語の拡張用法Ⅰ：V起
　　来、一…就…
17. 第8課の文法要点の復習と会話練習
18. 第9課：「新手机比旧的大多了」会話と文法
　　要点の解説。A比B＋adj.＋差、A跟B一 不
　　一 、如果…（就）…、虽然…可是/但是…
19. 第9課の文法要点の復習と会話練習
20. 第10課：「  角」会話と文法要点の解　
　　説。方向補語の拡張用法Ⅱ：V下去、除　　
　　了…，都/ …、疑問詞の活用Ⅰ　
21. 第10課の文法要点の復習と会話練習
22. 第11課：「短期留学」会話と文法要点の解
　　説。越V越……、疑問詞の活用Ⅱ、不但…而
　　且…
23. 第11課の文法要点の復習と会話練習
24. 第12課：「想去 点儿礼物」会話と文法要
　　点の解説。要/快要/就要…了、疑問詞の活用
　　Ⅲ、「有点儿」と「一点儿」
25. 第12課の文法要点の復習と会話練習
26. 第13課：「期末考 」会話と文法要点の解
　　説。「的 地 得」の使い分け、反語、即使…
　　也…；无 …都/也…
27. 第13課の文法要点の復習と会話練習
28. 第14課：「祝你一路平安」会話と文法要点
　　の解説。感嘆文、 …也/都…、只要…　　
　　（就）…
29. 第14課の文法要点の復習と会話練習　
30. 後期の総合復習

* 授業の進展状況によって、多少調整する可能性がある。



2019-SJ00009762-09中国語ⅡＡ「LE2・LG・LF」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・１時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限,　2020/01/16　２時限　　

河本　美紀

◎－－－　概要　－－－◎

一年間の中国語の学習に引き続き、基本的な文法の要点を学
ぶ。語彙や構文、表現等を増やし、中国語でさらなるコミュニ
ケーションができることを目指す。週1コマの授業で1冊のテキ
ストを１年間で終える。話す・聴く作業を中心に、日常生活に
必要な会話表現をさらに充実させる。勉強した単語や文型を
使って、自分の言いたいことを表現する能力を鍛える。ペアや
グループでの練習を多く行うので、積極的に参加してほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教科書で学ぶ中国語の基本的な語法を理解する。(知識・理解)

教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

自分の身の回りのことで些か複雑なことがらを習得した中国語
で表現できるようになる。(技能)

教科書は中国語検定試験（http://www.chuken.gr.jp）３級の水準
にあるので、中検３級（少なくとも４級以上）のレベルに到達
する。(知識・理解)

中国の社会・文化事情への視野を広め知識を増やす。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
予習：事前に学習予定の内容に目を通し、録音を聞きながら、
発音できるように練習しておく（45分）。
　復習：録音について既習会話文を朗読し、文法と単語を暗誦
できるように復習する（45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～⑤に到達しており、⑥の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験（発話・聞き取りテスト含む）を60％、平常点（授業
態度、小テスト等）を40％の割合で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『漢語課本Ⅱ改訂版』趙葵欣、董玉 著　（朝日出版社）
￥1900+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

以前勉強した内容（単語や文型）が授業中頻繁に出てくるの
で、１年時のテキスト『漢語課本2018』や辞書などを手元に置
き、いつでも調べられるようにする。特に『漢語課本2018』は
毎回必ず持ってくること。また、初回に配布する文法プリント
も毎回持ってくること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

(前期)
1.　授業ガイダンス。第1課：「准 好了 」会話の解説
　　様態補語「V得＋フレーズ」、結果補語、V1完＋O1（再）
V2＋O2
2.　第1課の文法要点の復習と会話練習
3.　第2課：「去  教室怎么走」会話と文法要点の解説
　　方向補語、助動詞「得」、因 …所以…
4.  第2課の文法要点の復習と会話練習
5.　第3課：「新同学」会話と文法要点の解説
　　複合方向補語、助動詞「可以」、副詞「就」と「才」
6.　第3課の文法要点の復習と会話練習
7.　第4課：「留学生交流会」会話と文法要点の解説
　 「把」構文Ⅰ、助動詞「能」、「  」
8.　第4課の文法要点の復習と会話練習
9.　第5課：「我把 料打 了」会話と文法要点の解説
　 「把」構文Ⅱ、V得了/不了、一 …一 …
10. 第5課の文法要点の復習と会話練習
11. 第6課：「被他批 了一 」会話と文法要点の解説
　　可能補語Ⅱ：V得C/V不C、「被」構文、越来越……
12. 第6課の文法要点の復習と会話練習
13. 第7課：「那个女孩穿着特 的衣服」会話と文法要点の解説
　　存在文、「着」の構用法、「特別」の用法
14. 第7課の文法要点の復習と会話練習
15．前期の総合復習

(後期)
16. 第8課：「我感冒了」会話と文法要点の解説
　　使役文、方向補語の拡張用法Ⅰ：V起来、一…就…
17. 第8課の文法要点の復習と会話練習
18. 第9課：「新手机比旧的大多了」会話と文法要点の解説
　　A比B＋adj.＋差、A跟B一 不一 、如果…（就）…、虽然…
可是/但是…
19. 第9課の文法要点の復習と会話練習
20. 第10課：「  角」会話と文法要点の解説
　　方向補語の拡張用法Ⅱ：V下去、除了…，都/ …、疑問詞の
活用Ⅰ　
21. 第10課の文法要点の復習と会話練習
22. 第11課：「短期留学」会話と文法要点の解説
　　越V越……、疑問詞の活用Ⅱ、不但…而且…
23. 第11課の文法要点の復習と会話練習
24. 第12課：「想去 点儿礼物」会話と文法要点の解説
　　要/快要/就要…了、疑問詞の活用Ⅲ、「有点儿」と「一点
儿」
25. 第12課の文法要点の復習と会話練習
26. 第13課：「期末考 」会話と文法要点の解説
　 「的 地 得」の使い分け、反語、即使…也…；无 …都/也…
27. 第13課の文法要点の復習と会話練習
28. 第14課：「祝你一路平安」会話と文法要点の解説
　　感嘆文、 …也/都…、只要…（就）…
29. 第14課の文法要点の復習と会話練習　
30. 後期の総合復習
*授業の進展状況によって、多少調整する可能性がある。



2019-SJ00009762-10中国語ⅡＡ「LA1」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限, 金・３時限　　試験時間割：2019/07/25　５時限　　

トウ　ギョクテイ

◎－－－　概要　－－－◎

一年間の中国語の学習に引き続き、基本的な文法の要点を学
ぶ。語彙や構文、表現等を増やし、さらに中国語でコミュニ
ケーションができることを目指している。週２コマの授業で1
冊のテキストを半年で終える。話す、聴く作業を中心に、日常
生活に必要な会話表現をさらに充実させる。勉強した単語や文
型を使って、自分の言いたいことを表現する能力を鍛える。ペ
アやグループでの練習を多く行うので、積極的に参加してほし
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①自分の身の回りのことで些か複雑なことがらを習得した中国
語で表現できるようになる。(技能)

②教科書は中国語検定試験（http://www.chuken.gr.jp）3級の水
準にあるので、中検3級（少なくとも4級以上）のレベルに到達
する。(知識・理解)

③中国の社会・文化事情への視野を広め知識を増やす。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：事前に学習予定の内容に目を通し、録音を聞きながら、
発音できるように練習しておく。 （30分）
復習：録音について既習会話文を朗読し、文法と単語を暗誦で
きるように復習する。 （30分）
発音に関しては、電車やバスの時間を活用して音声をひたすら
聞き流すことを勧めます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

定期試験（期末に実施する筆記試験）60%、平常点（小作文お
よび課題会話の練習等）40%

◎－－－　テキスト　－－－◎

『漢語課本Ⅱ改訂版』趙葵欣　董 玉 　著　
（朝日出版社）￥1900+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

以前勉強した内容（単語や文型）が授業中頻繁に出てくるの
で、１年時のテキスト『漢語課本2018』や辞書などを手元に
置き、いつでも調べられるようにする。特に『漢語課本
2018』は毎回必ず持ってくること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 授業ガイダンス。第1課「准 好了 」本文の意味確認 結果
補語、様態補語、動作の順序を表す表現
2. 第1課の文法要点の学習と練習
3. 第2課「去  教室怎么走」本文の意味確認と文法要点解説
方向補語①　助動詞「得」　接続詞①
4. 第2課の文法要点の復習と練習
5. 第3課「新同学」本文の意味確認と文法要点解説 方向補語
②　助動詞「可以」「就」と「才」
6. 第3課の文法要点の復習と練習
7. 第4課「留学生交流会」本文の意味確認と文法要点解説
「把」構文①　助動詞「能、  」
8. 第4課の文法要点の復習と練習
9. 第5課「我把 料打 了」本文の意味確認と文法要点解説
「把」構文②　可能補語①　 一 …一 …
10.第5課の文法要点の復習と練習
11.第6課「被他批 了一 」本文の意味確認と文法要点解説
「被」構文　可能補語②　越来越……
12.第6課の文法要点の復習と練習
13.第７課「那个女孩穿着特 的衣服」本文の意味確認と文法
要点解説  存現文　V着の構文
14.第7課の文法要点の復習と練習
15.総合復習と小テスト
16.第8課「我感冒了」本文の意味確認 使役文　方向補語の活
用①V起来 一…就…
17.第8課の文法要点の学習と練習
18.第9課「新手机比旧的大多了」本文の意味確認と文法要点
の解説  差を表現する比較文　接続詞②
19.第9課の文法要点の復習と練習
20.第10課「  角」本文の意味確認と文法要点の解説 方向補語
の活用②V下来　 除了…以外 疑問詞の活用①　
21.第10課の文法要点の復習と練習
22.第11課「短期留学」本文の意味確認と文法要点の解説 越
V越……　疑問詞の活用②　接続詞③
23.第11課の文法要点の復習と練習
24.第12課「想去 点儿礼物」本文の意味確認と文法要点の解
説 近未来形　疑問詞の活用③ 「有点儿」と「一点儿」
25.第12課の文法要点の復習と練習
26.第13課「期末考 」本文の意味確認と文法要点の解説 反語
文　「的 地 得」の区別　接続詞④
27.第13課の文法要点の復習と練習
28.第14課「祝你一路平安」本文の意味確認と文法要点の解
説 感嘆文　接続詞⑤
29.第14課の文法要点の復習と練習
30.総合復習

*授業の進展状況によって、多少調整する可能性がある。



2019-SJ00009762-11中国語ⅡＡ「LA2」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限, 金・３時限　　試験時間割：2019/07/25　５時限　　

オウ　イクブン

◎－－－　概要　－－－◎

一年間の中国語の学習に引き続き、基本的な文法の要点を学
ぶ。語彙や構文、表現等を増やし、さらに中国語でコミュニ
ケーションができることを目指している。週2コマの授業で話
す・聴く作業を中心に、日常生活に必要な会話表現をさらに充
実させる。勉強した単語や文型を使って、自分の言いたいこと
を表現する能力を鍛える。ペアやグループでの練習を多く行う
ので、積極的に参加してほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学ぶ中国語の基本的な語法を理解する。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ中国語会話の発音を聞き分けられる。(技能)

③教科書で学ぶ中国語会話が概ね正確に発音できる。(技能)

④自分の身の回りのことで些か複雑なことがらを習得した中国
語で表現できるようになる。 (技能)

⑤教科書は中国語検定試験（http://www.chuken.gr.jp）３級の水
準にあるので、中検３級（少なくとも４級以上）のレベルに到
達する。(知識・理解)

⑥中国の社会・文化事情への視野を広め知識を増やす。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
予習：事前に学習予定の内容に目を通し、録音を聞きながら、
発音できるように練習しておく。次回の授業範囲の内容を日本
語に訳せるように予習しておくこと。 （45分）。
復習：授業で出てきた句形や語法を整理し確認して復習するこ
と。録音について既習会話文を朗読し、文法と単語を暗誦でき
るように復習する（45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～⑤に到達しており、⑥の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験（発話・聞き取りテスト含む）を60％、平常点（授業
態度、小テスト等）を40％の割合で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『漢語課本Ⅱ改訂版』趙葵欣、董玉 著　（朝日出版社）
￥1900+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

①以前勉強した内容（単語や文型）が授業中頻繁に出てくるの
で、１年時のテキスト『漢語課本2018』や辞書などを手元に置
き、いつでも調べられるようにする。特に『漢語課本2018』は
毎回必ず持ってくること。
②本文や語法の例文を繰り返し朗読し暗唱すること。
③音声ファイルをダウンロードして活用すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　授業ガイダンス。第1課：「准 好了 」会話の解説
　　様態補語「V得＋フレーズ」、結果補語、V1完＋O1
（再）V2＋O2
2.　第1課の文法要点の復習と会話練習
3.　第2課：「去  教室怎么走」会話と文法要点の解説
　　方向補語、助動詞「得」、因 …所以…
4.  第2課の文法要点の復習と会話練習
5.　第3課：「新同学」会話と文法要点の解説
　　複合方向補語、助動詞「可以」、副詞「就」と「才」
6.　第3課の文法要点の復習と会話練習
7.　第4課：「留学生交流会」会話と文法要点の解説
　 「把」構文Ⅰ、助動詞「能」、「  」
8.　第4課の文法要点の復習と会話練習
9.　第5課：「我把 料打 了」会話と文法要点の解説
　 「把」構文Ⅱ、V得了/不了、一 …一 …
10. 第5課の文法要点の復習と会話練習
11. 第6課：「被他批 了一 」会話と文法要点の解説
　　可能補語Ⅱ：V得C/V不C、「被」構文、越来越……
12. 第6課の文法要点の復習と会話練習
13. 第7課：「那个女孩穿着特 的衣服」会話と文法要点の解説
　　存在文、「着」の構用法、「特別」の用法
14. 第7課の文法要点の復習と会話練習
15．中間の総合復習
16. 第8課：「我感冒了」会話と文法要点の解説
　　使役文、方向補語の拡張用法Ⅰ：V起来、一…就…
17. 第8課の文法要点の復習と会話練習
18. 第9課：「新手机比旧的大多了」会話と文法要点の解説
　　A比B＋adj.＋差、A跟B一 不一 、如果…（就）…、虽然…
可是/但是…
19. 第9課の文法要点の復習と会話練習
20. 第10課：「  角」会話と文法要点の解説
　　方向補語の拡張用法Ⅱ：V下去、除了…，都/ …、疑問詞
の活用Ⅰ　
21. 第10課の文法要点の復習と会話練習
22. 第11課：「短期留学」会話と文法要点の解説
　　越V越……、疑問詞の活用Ⅱ、不但…而且…
23. 第11課の文法要点の復習と会話練習
24. 第12課：「想去 点儿礼物」会話と文法要点の解説
　　要/快要/就要…了、疑問詞の活用Ⅲ、「有点儿」と「一点
儿」
25. 第12課の文法要点の復習と会話練習
26. 第13課：「期末考 」会話と文法要点の解説
　 「的 地 得」の使い分け、反語、即使…也…；无 …都/也…
27. 第13課の文法要点の復習と会話練習
28. 第14課：「祝你一路平安」会話と文法要点の解説
　　感嘆文、 …也/都…、只要…（就）…
29. 第14課の文法要点の復習と会話練習　
30. 後期の総合復習
*授業の進展状況によって、多少調整する可能性がある
る。



2019-SJ00009762-12中国語ⅡＡ「JECSTPG」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・５時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限,　2020/01/16　２時限　　

葛目　至

◎－－－　概要　－－－◎

　このクラスでは中国語ⅠＡおよびⅠＢで習得した文法を復習
しながら，中国語独自の言い回しを覚え、日常会話ができるよ
うになることを目指します。ビデオ・紙芝居・四コマ漫画・Ｃ
Ｄなどを使って会話の暗唱をしながら、実践的な文法能力を磨
きます。毎回の授業の初めには、「なりきりお芝居テスト」と
して、前回の文法を基礎とした２人組の会話をみんなの前で演
じます。そのため、会話文を覚えてから授業に出席することが
必要です。また、毎回の授業の中で、前回学習した文法を使っ
て「ホントの事を話そう！」という実践会話練習をして、自分
のことを中国語で表現する訓練をします。そのため、毎回、前
回の文法を復習してから授業に出席することが必要です。
　さらに、期末試験は、他の学生とペアを組み、２人でオリジ
ナルのシナリオを創作し、中国語の短い劇（スキット）を行い
ます。これらの練習によって、実践的な中国語を身に付けるこ
とが出来ます。
　また、授業の最初の日に班分けをし、１年間その班でのグ
ループ学習を中心にして授業を進めます。また、授業中の練習
も、２人組みのペアレッスンを中心にします。さらに、期末試
験も、２人組のペアの共同作業で行います。これらの訓練に
よって、他者とのコミュニケーション能力を高めることが出来
ます。
　身体を使って中国語を覚えるクラスですので、積極的な姿勢
で授業に臨むことが期待されます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国語独特の言い回しの背後にある中国語話者の世界観を知り
ます。(知識・理解)

中国語の日常会話ができるようになります。(技能)

異文化理解のためにコミュニケーション能力を鍛えます。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回，前回学んだ会話文を暗記し、暗唱できるようになってか
ら授業に出席して下さい。(約30分)毎回、前回の文法を復習し
てから、授業に出席して下さい。(約15分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

　・平常点４０％、期末会話試験４０％、定期試験２０％で
す。
　・成績はポイント制です。平常点は、授業に出席した上で、
課題に応えた場合にポイントになります。出席しただけではポ
イントにならないので、注意して下さい。
　・期末会話試験は、他の学生と２人１組のペアになって、２
人でオリジナルのシナリオを創作し、短い中国語劇（スキッ
ト）をします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

書名］『話す中国語　初級～中級篇』2011年版より新しい
もの［著者］薫燕／遠藤光暁［出版社］朝日出版社［価
格］2500円（税別）。「基礎篇」と間違わないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

中日辞典および日中辞典（あるいはそれらに代わるも
の）。
moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒
［中国語］のコースに「中国語学習支援室」を設け、学習
の参考になるような資料をアップしています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・専用のＡ４サイズのファイルフォルダー（４０ポケット
以上）を用意して下さい。
　・毎回の授業に辞書（あるいはそれに代わるもの）を持
参して下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．授業紹介、教師紹介、教科書「第一課」語法・会話
文、班分け
  2．「第一課」会話文暗唱テスト・応用会話・実践会話、
「第二課」語法・会話文、自己紹介
  3．「第二・三課」、他者紹介(1)
  4．「第三・四課」、他者紹介(2)
  5．「第四・六課」、
  6．「第六・七課」
  7．「第七・八課」
  8．「第八・九課」、試験スケジュール発表
  9．「第九・十一課」、試験文法事項発表
 10．「第十一課」、シナリオ用紙配布
 11．シナリオ作成日
12．シナリオ提出日
 13．シナリオ返却・修整・発音練習
 14．会話試験練習（リハーサル）
 15．前期会話試験（ペアによる創作中国語劇）
 16．中国語映画鑑賞
 17．「第十二課」
 18．「第十二・十三課」
 19．「第十三・十四課」
 20．「第十四・十六課」
 21．「第十六・十七課」
 22．「第十七・十八課」、試験スケジュール発表
 23. 「第十八・十九課」、試験文法事項発表、
 24．「第十九課」、シナリオ用紙配布
 26．シナリオ作成日
  27．シナリオ提出日
 28．シナリオ返却・修整・発音練習
 29．会話試験練習（リハーサル）
 30．後期会話試験 (ペアによる創作中国語劇)



2019-SJ00009763-01中国語ⅡＢ「LC1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・４時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限,　2020/01/23　５時限　　

武　継平

◎－－－　概要　－－－◎

この授業は基礎を習得した学生を対象に、さらに語彙の量を増
やし、わりと複雑な文章や、長文の解読、作文などを学習す
る。その上、中国の文化にも触れましょう。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

必ず予習、復習をしましょう。専用ノートが必要です。テキス
トの文章を必ず理解し、しかも和訳を控えておきましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

毎課課題提出、授業態度を3割、定期試験を7割、総合的に評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

南勇『二年生の中国語』朝日出版社

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　中国語辞書（指定なし）電子辞書をすすめたい。絶対必
要！

◎－－－　授業計画　－－－◎

１：初級文法の復習篇
２： 第一課　単語と本文の説明
３：本文の発音　単語と文章の講読
４： 練習問題
５： 第二課　単語と本文の説明
６： 本文の発音　単語と文章の講読
７： 練習問題
８： 第三課　単語と本文の説明
９： 本文の発音　単語と文章の講読
10： 第四課　単語と本文の説明
11： 本文の発音　単語と文章の講読
12： 練習問題
13： 第五課　単語と文法の説明
14： 本文の発音　単語と文章の講読
15： 練習問題
16： 第六課　単語と文法の説明
17：本文の発音　単語と文章の講読
18：練習問題
19：第七課　単語と文法の説明
20：本文の発音　単語と文章の講読
21： 練習問題
22： 第八課　単語と文法の説明
23：本文の発音　単語と文章の講読
24： 練習問題
25： 第九課　単語と文法の説明
26：本文の発音　単語と文章の講読
27： 練習問題
28： 第十課　単語と文法の説明
29：本文の発音　単語と文章の講読
30: 練習問題
（場合によって授業の進度を変更させることがある）



2019-SJ00009763-02中国語ⅡＢ「LC2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・４時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限,　2020/01/23　５時限　　

龍　一夫

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、スタートの段階で難解な表現を避け、余裕を
持って一年次で学んだものを思い出してもらいながら、中級中
国語を「聴く・話す・読む・書く・訳す」という五つの角度か
ら総合的に反復訓練することによって、マスターしてもらうよ
うに無理なく授業を進めていきます。そして中国への理解を深
めるために、三、四回ビデオ視聴を実施する予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教科書で学ぶ中国語の中級レベルの基礎的な語法を理解する。
(知識・理解)

教科書で学ぶ語法に従ってやや難しい文章の読解ができる。
(知識・理解)

語法や慣用表現に従って短文の組み立てができる。(技能)

与えられたテーマについて自分の意見や主張を含んだ簡単な文
章が書ける。(技能)

中級中国語の学習を通じて異文化に対する興味・理解を深め、
更に探求意欲を高める。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の予習・復習を怠らないこと
  事前学習：毎回の授業終了時に次の回で発表する課題を指示
する。
　　　　　　指示された課題を辞書などで調べて完成するこ
と。
　事後学習：毎回の授業で学んだ本文を和訳レポートに作成す
ること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により成績評価しま
す。

・学習姿勢の評価：20％（授業への積極参加、質疑応答、課題
発表、和訳レ　　ポート提出等）
・小テスト：（筆記と口述）20％
・定期試験：60％

◎－－－　テキスト　－－－◎

「中国って　どんな国？」張　継濱、小川文昭（白水社）
2017年第13刷発行　ISBN978-4-560-06915-8 C3887定価（本
体2000円＋税）

◎－－－　参考書　－－－◎

特に指定しません。また中国の事情や中国語学習などにつ
いてお問い合わせがあった場合に、次へメールをしてくだ
さい。
E－Mailアドレス：kazuo-ryu@soleil.ocn.ne.jp

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

①言語学習の授業は、トレーニング科目であり、実技的習
得の傾向があるので、必ず何度も声を出して読み、授業で
は積極的に発話し、勉強した短文は暗唱するほど予習復習
をしてほしいです。
②予習復習を怠らずテキスト付属のCDは、小まめに聞い
て耳の練習をしてください。中国語のリズムや抑揚を体得
するにはヒヤリングが一番です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　「前期」
1．オリエンテーション
2．第一課a 候  （按照--）（无 --也，都）
3．第一課b 候  （跟--一 --）
4．第二課a 食   （如果--的 ）（少---）
5．第二課b 食   （既--又--）
6．第三課a自由市 （尤其是--）（因 --所以）
7．第三課b自由市 （即使--也-）
8．小テスト
9．第四課a 价 价（甚至--）（如果--就--）
10．第四課b 价 价（好像--似的--）
11．第五課a 客（ 了--）（ ）
12．第五課b 客（由于--）（只要--就--）
13．第六課a餐 礼 （随便--）（ --）
14．第六課b餐 礼 （要是--）
15．復習とまとめ

　「後期」
1．第七課a打工仔（什么--）（被--）
2．第七課b打工仔（不太--）（只好--）
3．第八課a感 和道歉（除了--以外--）
4．第八課b感 和道歉（不但--而且--）
5．第九課a子女的教育（就是--也--）（使--）
6．第九課b子女的教育（也 --）
7．第十課a 年（虽然--但是--）（趁--）
8．第十課b 年（有所--）（--就）
9．小テスト
10．第十一課a父母和子女的交流（一 --一 -）
11．第十一課b父母和子女的交流（和）（比--）
12．第十二課a中国的 民（反而--）（ --都-）
13．第十二課b中国的 民（要想--）
14．中国語検定試験対策の演習
15．総まとめ



2019-SJ00009763-03中国語ⅡＢ「LH1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・４時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限,　2020/01/23　５時限　　

胡　山林

◎－－－　概要　－－－◎

二年次で、中国語発音に慣れることと一年目よりもっと多く中
国語が話せることは授業の中心として進む。
二年目中級中国語は初級に引き続き、教材は中国語文章書きと
中国語話して、やや複雑な会話文章の読解を教授学習するに移
る。一年の学習と同じように、コミュニケーション表現にもっ
と力を入れる。前期に「祝い祈りの表現」「道場所尋ねの表
現」など、後期に「病気健康の表現」「要求命令の表現」など
のテーマを学習し、半年の間に、多くの会話練習を通じて、中
国語言葉遣い、話し方、習慣の表現などの特性および日本語と
の異同点をよく理解するようになる。数十個の日常定番な中国
語基本表現言葉をよく覚えるように身に付ける。文法上、前期
に「動作の進行形と経験形」「連動文と二重目的語」「数量場
所補語」など、後期に「兼語文と使役文」「結果程度補語」
「目的語前置文」など数個中国語表現方法を学習し、書き練習
を繰り返して行う。さらに、中国語に対する理解を深めるため
に中国の歴史と文化、中国事情を多く紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国語1で学んだ内容を固める。その上で、より日常用な中国
語が上手く話せると千字以内字数の文章が読めるようになるこ
とを目指します。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回授業に必要な予習と復習内容を詳しく説明する。また、授
業中予習と復習内容のチェックを行う。予習と復習が必要であ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価の基準
前期・後期定期試験の成績を50％、授業の参加態度と参加度、
発音発表の完成度、授業中の質問と教師の質問に対する応答、
宿題の提出、授業参加状況などを50％として総合的に評価す
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中級コミュニケーション中国語110文（胡 山林）九州中国
語研究会

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

無断欠席・遅刻早退（遅刻三回を欠席一回に勘定する）、
授業中私語・携帯電話・メール・ゲーム・飲食・居眠りな
どは厳禁。

Emailアドレス：lintianjp@bd6.so-net.ne.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業の進め方：
前期：　
　第１～３週：第一課　天気の表現。比較　　　　　　　
　　　　の表現
　第４～６週：第二課　知り合いの表現。
　　　　　　　　　　　二重目的語
　第７～９週：第三課　日常交流の表現。
　　　　　　　　　　　動作の進行形
　第１０～１２週：第四課　家族紹介の表　　　　　　　
　　　　現。動作の経験形
　第１３～１５週：第五課　道・場所尋ね　　　の表現。
慣用語「是～的」の使い方 　
後期：　
　第１～３週：第六課　病院に行く。
　　　　　　　　　　　近い未来の表現
　第４～６週：第七課　請求依頼許可拒否　　　　　　　
　　　の表現。可能の表現
　第７～９週：第八課　個人考え伝え勧め　　　　　　　
　　　の表現。兼語文
　第１０～１２週：第九課　褒め責め要求　　　　　　　
　提案の表現。確認疑問文
　第１３～１５週：第十課　感情の表現。 　　　　　　
確認・反復疑問文



2019-SJ00009763-04中国語ⅡＢ「LH2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・４時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限,　2020/01/23　５時限　　

荀　曉崢

◎－－－　概要　－－－◎

　中国語の初級を履修済みの学生を対象に、初歩的な文法を復
習しながら、さらに語彙量を増やし、やや長めの文を読解でき
るように中級らしい学習項目を加えていきます。さらなる会話
能力、解読能力及び表現能力のレベルアップを図りたい。
　授業では準中級のテキストを使う。従って、ピンインローマ
字を見て正しく発音できることと基礎文法をマスターしている
ことが望ましい。12課構成のテキストを、2週間で1課ずつ読み
進む予定である。1週目は文法を説明しながら作文の練習をす
る。2週目は本文の日本語訳をしながら音読練習とトレーニン
グ問題などをする。
　それから、コミュニケーションをとるために語彙数を増やし
ていくことも肝要です、日頃から短時間でも、単語や常套表現
の暗誦を心がけましょう。一年通して「話す・読む・書く・聴
く」といった四つの方面からバランスよく学びましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①準中級の学習事項を理解する。(知識・理解)

②やや長めの文章が作れる。(技能)

③教科書に即した会話を話すことができる。(技能)

④正確な発音ができる上、やや長めの文を流暢に音読できる。
(技能)

⑤中国語学習を通じて異文化に対する興味・理解を深める。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回でする課文を附属のＣＤを使って発声練習、および
新出単語の読み書きをしておくこと（４５分）。
復習：配布された復習チェックシートを使って、学習した内容
を復習・確認すること（４５分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により評価します。
評価方法
平常点：50％（①筆記小テスト30％、②発音テスト・単語テス
ト・課題提出などを含む20％）
定期試験：50％（文法の理解度と応用）

◎－－－　テキスト　－－－◎

【書名】『新版　中国語さらなる一歩』
【著者】尹 景春・竹島　毅　著
【出版社】白水社
【ISBN】978－4－560－06905－9
【備考】テキスト価格2,200円（税別）
　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・欠席は授業回数の三分の一を超えないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
01．初級の復習（プリントを配布する予定）
02．第１課　「中国に行こう」（助動詞“可以”と“要”
など）
03．第１課　練習・復習
04．第２課　「ウーロン茶を飲もう」（原因理由を表す
“因 ”など）
05．第２課　練習・復習
06．第３課　「友だちをつくろう」（連動文など）
07．第３課　練習・復習
08．第４課　「長城に登ろう」（“了”の三つの用法な
ど）
09・第４課　練習・復習
10．第５課　「漢字を覚えよう」（結果補語など）
11．第５課　練習・復習
12．第６課　「街を歩こう」（存現文など）
13．第６課　練習・復習
14．巻末のヒアリング練習
15．前期まとめ　総合練習の実施
（後期）
16．第７課　「中国映画を見よう」（動作の持続態など）
17．第７課　練習・復習
18．第８課　「シルクを買おう」（方向補語など）
19．第８課　練習・復習
20．第９課　「中華を食べよう」（可能補語など）
21．第９課　練習・復習
22．第10課　「太極拳を習おう」（目的を表す“ 了”な
ど）
23．第10課　練習・復習
24．第11課　「水滸伝を楽しもう」（受身文など）
25．第11課　練習・復習
26．第12課　「春節を過ごそう」（“把”構文など）
27．第12課　練習・復習
28．巻末ヒアリング練習（1）
29．巻末ヒアリング練習（2）
30．後期まとめ　総合練習の実施



2019-SJ00009763-05中国語ⅡＢ「LJ」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・４時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限,　2020/01/23　５時限　　

トウ　ギョクテイ

◎－－－　概要　－－－◎

中国語初級を履修済みの学生を対象に、初歩的な文法を復習し
ながら、さらに語彙数を増やし、やや長めの文を読解できるよ
うに、準中級から中級に至る学習項目を加えていきます。さら
なる読解能力、表現能力及び会話能力のレベルアップを図りま
す。
　授業にあたっては、ピンインを見て正しく発音できること
と、基礎文法をマスターしていることが望まれます。12課構成
のテキストを、2回の授業で1課ずつ学習していく予定です。1
回目は文法と作文の練習、2回目は本文の日本語訳をしながら
音読練習とトレーニング問題などに取り組みます。
　語彙数を増やしていくことと、日頃から単語や常套表現・例
文の暗唱を心がけてください。一年かけて中国語表現の特徴や
おもしろさを学びましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教科書で学ぶ中国語の中級レベルの基礎的な語法を理解する。
(知識・理解)

教科書で学ぶ語法に従ってやや難しい文章の読解ができる。
(技能)

与えられたテーマについて自分の意見や主張を含んだ簡単な文
章が書ける。(技能)

中級中国語の学習を通じて異文化に対する興味・理解を深め、
更に探求意欲を高める。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：事前に学習予定の内容に目を通し、録音を聞きながら、
発音できるように練習しておく。（30分）
復習：録音について既習会話文を朗読し、文法と単語を暗誦で
きるように復習する。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

定期試験（期末に実施する筆記試験）60%、平常点（小作文お
よび課題文の暗唱等）40%

学年評価は、前期と後期各50%です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『大学生のための現代中国12話Ⅲ』
杉野元子・黄漢青 著
白帝社　￥2500円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業での学習のみで外国語を習得することはできない。予
習復習をしっかりおこない、日頃より中国に関する話題に
も関心を持つこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.  オリエンテーション
2.  第1課「入学」単語・文法の説明
3.  第1課 本文の説明と総合練習
4.  第2課「   」単語・文法の説明
5.  第2課 本文の説明と総合練習
6.  第3課「  」単語・文法の説明
7.  第3課 本文の説明と総合練習
8.  第4課「先付 」単語・文法の説明
9.  第4課 本文の説明と総合練習
10. 第5課「送礼」単語・文法の説明
11. 第5課 本文の説明と総合練習
12. 第6課「外地人」単語・文法の説明
13. 第6課 本文の説明と総合練習
14. 総合復習及び課題文の作成
15. 課題文の暗唱

（後期）
16. 前期内容の復習
17. 第7課「三大件」単語・文法の説明
18. 第7課 本文の説明と総合練習
19. 第8課「快  」単語・文法の説明
20. 第8課 本文の説明と総合練習
21. 第9課「找 象」単語・文法の説明
22. 第9課 本文の説明と総合練習
23. 第10課「聚餐」単語・文法の説明
24. 第10課 本文の説明と総合練習
25. 第11課「 人」単語・文法の説明
26. 第11課 本文の説明と総合練習
27. 第12課「租房子」単語・文法の説明
28. 第12課 本文の説明と総合練習
29. 総合復習及び課題文の作成
30. 課題文の暗唱



2019-SJ00009763-06中国語ⅡＢ「LP1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・４時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限,　2020/01/23　５時限　　

宮下　尚子

◎－－－　概要　－－－◎

　中国語ⅡBでは、一年間の中国語の学習に引き続いて、基本
的な文法の要点を学びます。
　語彙や構文、表現等を増やし、初級より豊富な表現力を身に
つけることを目指します。
身近な話題を取り扱って、日常で使える中国語を学ぶと同時
に、書き言葉としての少し難しめの中国語にも触れてみましょ
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①中国語の文法を深く理解する。(知識・理解)

②教科書は中国語検定試験（http://www.chuken.gr.jp）４級から
３級の水準であるので、少なくとも４級レベルの実力に到達す
る。 (技能)

③中国語で書かれた文章の講読に慣れ親しむ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に予習プリントを渡します。それを参考にして、学ぶ予定
の内容に目を通し、大体の意味を確認しておきましょう。。
毎回、次回に学習予定の箇所の単語練習プリントを宿題として
配布します。それを予習の一部とみなします。 （45分）
毎回、授業終了時に、既習項目の文法プリント、もしくはポイ
ントによる練習問題あるいは教科書の練習問題を宿題として課
します。それを復習の一部とみなします。  （45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
(1)評価基準
目標①②に到達しており、③の態度・志向性を有しているかど
うかを評価の基準とする。
(2)評価方法
全体の50％を定期試験で、50％を平常点（授業態度、小テスト
等）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本ⅡB　中国語で読む福岡物語―福岡旅情
故事―』試用版第2版
［著者］宮下尚子、荒木雪葉

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

テキストの入手方法については、第一回目の授業の際に指示
します。
以前勉強した内容（単語や文型）が授業中頻繁に出てくるの
で、一年目の中国語の授業で使用したテキスト『漢語課本
2018』等や辞書などを手元に置き、いつでも調べられるよう
にしましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

［前期］
１．授業ガイダンス。第一課「福岡へようこそ」本文講読。
文法事項：結果補語、持続のアスペクトなど
２．第一課練習問題
３．第二課「福岡と博多」本文講読。文法事項：“把”構文
など
４．第二課練習問題
５．第三課「都市と共に成長する近代化建築」本文講読。文
法事項：方向補語、場所詞など
６．第三課練習問題
７．第四課「博多の人魚伝説」本文講読。文法事項：兼語
文、使役など
８．第四課練習問題
９．第五課「日本最初の禅寺聖福寺と日本の茶祖栄西禅師」
本文講読。文法事項：可能補語など
１０．第五課練習問題
１１．第六課「櫛田神社と博多祇園山笠」本文講読。文法事
項：可能の助動詞、助数詞など
１２．第六課練習問題
１３．第七課「福岡の麺文化」本文講読。文法事項：受動
態、連用修飾語など
１４．第七課練習問題
１５．前期のまとめ

［後期］
１６．第八課「蒙古襲来と竹崎季長」本文講読。文法事項：
持続の“着”など
１７．第八課練習問題
１８．第九課「菊池武時の反乱と落武者伝説」本文講読。文
法事項：進行のアスペクトなど
１９．第九課練習問題
２０．第十課「大宰府と鴻臚館」本文講読。文法事項：将然
のアスペクトなど
２１．第十課練習問題
２２．第十一課「玄界灘の守護神」本文講読。文法事項：条
件文、成 など
２３．第十一課練習問題
２４．第十二課「巌流島の決闘」本文講読。文法事
項：“了”のまとめとアスペクトなど
２５．第十二課練習問題
２６．第十三課「福岡発祥の武道―杖道と神道夢想流杖術」
本文講読。文法事項：書面語と口語の語彙の違いなど
２７．第十三課練習問題
２８．第十四課「福岡藩の学者亀井南冥」本文講読。文法事
項：存現文など
２９．第十四課練習問題
３０．全体のまとめ



2019-SJ00009763-07中国語ⅡＢ「LP2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・４時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限,　2020/01/23　５時限　　

荒木　雪葉

◎－－－　概要　－－－◎

　中国語ⅡBでは、一年間の中国語の学習に引き続いて、基本
的な文法の要点を学ぶ。
　語彙や構文、表現等を増やし、初級より豊富な表現力を身に
つけることを目指している。身近な話題を取り扱って、日常で
使える中国語を学ぶ。また文章を講読する楽しさを身に付け、
文法どおりに解釈する練習をする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①中国語の文法を深く理解する。(知識・理解)

②教科書は中国語検定試験（http://www.chuken.gr.jp）４級から
３級の水準であるので、少なくとも４級レベルの実力に到達す
る。 (技能)

③中国語で書かれた文章の講読に慣れ親しむ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前に学ぶ予定の内容に目を通し、大体の意味を確認してお
く。授業後は文法要点を含む本文や決まり文句などが暗誦でき
るように復習する。
　確認のために小テストを行うため、予習・復習を怠らないこ
と。
　授業時間外の学習にかける時間の目安は次の通り。次回扱う
内容として指定された教科書の内容を事前に音読して訳文を
作っておく、また練習問題を解いておくこと(50分)、授業で学
んだ本文の内容や文法項目、練習問題を再度確認しておくこと
(40分)。
 

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
(1)評価基準
目標①②に到達しており、③の態度・志向性を有しているかど
うかを評価の基準とする。
(2)評価方法
全体の60％を定期試験で、40％を平常点（授業態度、小テスト
等）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本ⅡB　中国語で読む福岡物語―福岡旅情故事
―』試用版第2版（仮）
［著者］宮下尚子、荒木雪葉

◎－－－　参考書　－－－◎

moodle（https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/）の［外国語］⇒［中国
語］に「中国語ⅡB」のコースを設け、学習の参考になるような
資料をアップする。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

テキストの入手方法については、第一回目の授業の際に指示す
る。
以前勉強した内容（単語や文型）が授業中頻繁に出てくるので、
一年目の中国語の授業で使用したテキスト『漢語課本2018』等や
辞書などを手元に置き、いつでも調べられるようにする。
特に『漢語課本2018』は、毎回必ず持ってくること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

［前期］
１．授業ガイダンス。第一課「福岡へようこそ」本文講読。文法
事項：結果補語、持続のアスペクトなど
２．第一課練習問題
３．第二課「福岡と博多」本文講読。文法事項：“把”構文など
４．第二課練習問題
５．第三課「都市と共に成長する近代化建築」本文講読。文法事
項：方向補語、場所詞など
６．第三課練習問題
７．第四課「博多の人魚伝説」本文講読。文法事項：兼語文、使
役など
８．第四課練習問題
９．第五課「日本最初の禅寺聖福寺と日本の茶祖栄西禅師」本文
講読。文法事項：可能補語など
１０．第五課練習問題
１１．第六課「櫛田神社と博多祇園山笠」本文講読。文法事項：
可能の助動詞、助数詞など
１２．第六課練習問題
１３．第七課「福岡の麺文化」本文講読。文法事項：受動態、連
用修飾語など
１４．第七課練習問題
１５．前期のまとめ

［後期］
１６．第八課「蒙古襲来と竹崎季長」本文講読。文法事項：持続
の“着”など
１７．第八課練習問題
１８．第九課「菊池武時の反乱と落武者伝説」本文講読。文法事
項：進行のアスペクトなど
１９．第九課練習問題
２０．第十課「大宰府と鴻臚館」本文講読。文法事項：将然のア
スペクトなど
２１．第十課練習問題
２２．第十一課「玄界灘の守護神」本文講読。文法事項：条件
文、成 など
２３．第十一課練習問題
２４．第十二課「巌流島の決闘」本文講読。文法事項：“了”の
まとめとアスペクトなど
２５．第十二課練習問題
２６．第十三課「福岡発祥の武道―杖道と神道夢想流杖術」本文
講読。文法事項：書面語と口語の語彙の違いなど
２７．第十三課練習問題
２８．第十四課「福岡藩の学者亀井南冥」本文講読。文法事項：
存現文など
２９．第十四課練習問題
３０．全体のまとめ



2019-SJ00009763-08中国語ⅡＢ「LE1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・４時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限,　2020/01/23　５時限　　

田村　和彦

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業は、中級中国語の実力を涵養することを目的としてい
る。中国語Ⅰに比べて、文章の読解、語彙のレベルアップなど
新たな要素が加わっているが、基本的な文法事項については、
「中国語Ⅰ」と重なる部分も多いため、理解を深めるために、
「中国語Ⅰ」で使用したテキストの該当部分を随時参考にしな
がら進める。
　受講者は、理解が不足している部分については、「中国語
Ⅰ」で使用したテキストを必要に応じて参照、復習しながら授
業にのぞむことを求める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国語の基礎を確認し、より発展した内容を理解することがで
きるようになる。(知識・理解)

中国の文化現象への理解を深め、積極的にコミュニケーション
に加わることができるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

課題文読解の回には、入念な予習をしてあることを求める(60
分)。
外国語の学習は段階的に進むので、途中でわからなくなること
がないよう、とくに復習は入念におこなうこと(20分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験を5割、授業への参加態度、課題での成績5割を目安と
して、総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『日中異文化の出会い―中級へのステップアップ 』中桐
典子ほか著、三修社、2018年2月、978-4-384-41043-3
C1087

◎－－－　参考書　－－－◎

中級中国語　　読みとく文法　ISBN 4560085870
中国語わかる文法　ISBN 4469232548
そのほか、本授業は外国語の授業であるので、各自辞書を
必ず用意し、授業の際に持参すること。辞書については、
授業の最初の回に説明するが、電子辞書、紙媒体どちらで
も可とするが、極端に語彙数の少ないものは避けること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業での学習のみで外国語を習得することはできない。予
習復習をしっかりおこない、日頃より中国に関する話題に
も関心を持つこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション(授業の進め方、学び方)
2. 第1課　課題文読解、文法事項確認
3. 第1課　練習問題(作文、ヒアリング)
4. 第2課　課題文読解、文法事項確認
5. 第2課　練習問題(作文、ヒアリング)
6. 第3課　課題文読解、文法事項確認
7. 第3課　練習問題(作文、ヒアリング)
8. 確認課題①
9. 第4課　課題文読解、文法事項確認
10. 第4課　練習問題(作文、ヒアリング)
11. 第5課　課題文読解、文法事項確認
12. 第5課　練習問題(作文、ヒアリング)
13. 第6課　課題文読解、文法事項確認
14. 第6課　練習問題(作文、ヒアリング)
15. 確認課題②
16. 第6課までの確認
17. 第7課　課題文読解、文法事項確認
18. 第7課　練習問題(作文、ヒアリング)
19. 第8課　課題文読解、文法事項確認
20. 第8課　練習問題(作文、ヒアリング)
21. 第9課　課題文読解、文法事項確認
22. 第9課　練習問題(作文、ヒアリング)
23. 確認課題③
24. 第10課　課題文読解、文法事項確認
25. 第10課　練習問題(作文、ヒアリング)
26. 第11課　課題文読解、文法事項確認
27. 第11課　練習問題(作文、ヒアリング)
28. 第12課　課題文読解、文法事項確認
29. 第12課　練習問題(作文、ヒアリング)
30. 確認課題④



2019-SJ00009763-09中国語ⅡＢ「LE2・LG・LF」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・４時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限,　2020/01/23　５時限　　

オウ　イクブン

◎－－－　概要　－－－◎

福岡の地は大陸に近く、古代より中国・朝鮮をはじめとするアジ
アの人々と密接な関係を築いてきました。12世紀には、多くの中
国人が博多に唐人町をつくり、福岡の人々とともに生活をおくっ
ていたのです。そのため福岡の人々は、アジアの人々とともに生
きるという意識をもっており、それが独特の文化を育んできまし
た。本授業では、古来よりアジアの玄関口としての機能を果たし
てきた福岡の地域性や地域社会のニーズに応じ、福岡にある身近
な文化事象を扱い、それを中国語で表現できるようになることを
学習の目標とします。中国文化と関わりのある福岡の歴史や文
化、福岡の地域の特性について中国語で講読し、学んだ内容につ
いて中国語で簡潔に表現できるようになること、相手にそれを伝
えるためのスキルを身につけることを学習目標とします。更に現
在の福岡事情について、観光・医療・国際交流と国際協力といっ
たテーマを通じ、アジアにおける福岡といった地域性への興味理
解を深めるとともに、実践的な中国語で表現できるようになるこ
とを目標とします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①福岡事情に関するテーマを通じ、福岡の生活風習や中国との交
流、福岡の地域性について興味理解をさらに深める。(知識・理
解)

②教科書で学ぶ簡体字を使い文が書ける。(技能)

③教科書で学ぶ語法を理解し、語法に従って文章の解釈ができ
る。(技能)

④教科書で学ぶ内容がまとめられ、さらに中国語で説明や表現・
問答できるようになる。(技能)

⑤教科書の内容は中国語検定試験（http://www.chuken.gr.jp）4級～
３級の水準にあたるので、少なくとも中国語検定の４級以上のレ
ベルに到達する。(知識・理解)

⑥中国語で福岡と中国との交流や文化、福岡の特性などについて
紹介し、プランを立てて案内できるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
予習：事前に学習予定の内容に目を通し、録音を聞きながら、発
音できるように練習しておく。次回の授業範囲の内容を日本語に
訳せるように予習しておくこと （45分）。
復習：授業で出てきた句形や語法を整理し確認して復習するこ
と。録音について既習会話文を朗読し、文法と単語を暗誦できる
ように復習する（45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合
により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～⑤に到達しており、⑥の態度・志向性を有しているかど
うかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験（発話・発表含む）を60％、平常点（授業態度、小テス
ト等）を40％の割合で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

初回の授業の際に、プリントを配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

①本文や語法の例文を繰り返し朗読し暗唱すること。
②音声ファイルをダウンロードして活用すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
1．オリエンテーション
2．第1課　日本・九州の中の福岡  読解、語法説明
3．第1課　課題の答え合わせ・問答トレーニング
4．第2課　博多の三大祭り  読解、語法説明
5．第2課　課題の答え合わせ・問答トレーニング
6．第3課　中世博多の日宋貿易と謝国明  読解、語法説明
7．第3課　課題の答え合わせ・問答トレーニング
8．中間発表
9．第4課　博多発祥―饅頭  読解、語法説明
10．第4課  課題の答え合わせ・問答トレーニング
11．第5課  菅原道真と天神様  読解、語法説明
12．第5課  課題の答え合わせ・問答トレーニング
13．第6課  福岡の芸能事情  読解、語法説明
14．第6課  課題の答え合わせ・問答トレーニング
15．総合復習
後期
16．前期復習
17．第7課  観光(1)福岡の観光事情　読解、語法説明
18．第7課  課題の答え合わせ・問答トレーニング
19．第8課  観光(2) 福岡のスポットを案内する　読解、語
法説明
20．第8課  課題の答え合わせ・問答トレーニング
21．第9課  医療(1)九州・福岡における先端医療　読解、語
法説明
22．第9課  課題の答え合わせ・問答トレーニング
23．中間発表
24．第10課  医療(2)病院にて　語法説明
25．第10課  課題の答え合わせ・問答トレーニング
26．第11課  国際交流と国際協力(1)福岡大学の国際交流と
国際協力  読解、語法説明
27．第11課　課題の答え合わせ・問答トレーニング
28．第12課  国際交流と国際協力(2)公害改善―八幡製鉄所
からの経験　読解、語法説明
29．第12課　課題の答え合わせ・問答トレーニング
30．総合復習



2019-SJ00009763-10中国語ⅡＢ「LA1」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限, 金・３時限　　試験時間割：2020/01/24　１時限　　

オウ　イクブン

◎－－－　概要　－－－◎

前期の会話中心の授業に続き、後期ではより高度なコミュニ
ケーション能力を目指す。少し複雑な会話を理解したうえで、
リアルな中国語表現を活用し、会話文を作成できるように勉強
していく。今時の中国を様々な側面から紹介するテキストなの
で、教科書の内容を把握し、毎課の話題について、少人数のグ
ループでオリジナルの会話文を書き、さらに発表することを繰
り返していく。週２コマの授業で「読む、書く、話す」作業を
中心に、中国語の表現力をさらに充実させる。そして、映画鑑
賞会を通じて、中国の文化・社会への理解を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①中級レベルの中国語語法と表現を身につける。(技能)

②中級レベルの中国語の知識を身につける。(技能)

③中国の社会・文化事情への視野を広め、知識を増やす。(知
識・理解)

④中国語での円滑なコミュニケーションを図る。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回予習・復習を怠らないこと。
予習：事前に学習予定の内容に目を通し、録音を聞きながら、
発音できるように練習しておく。次回の授業範囲の内容を日本
語に訳せるように予習しておくこと。 （45分）。
復習：授業で出てきた句形や語法を整理し確認して復習するこ
と。録音について既習会話文を朗読し、文法と単語を暗誦でき
るように復習する（45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～③に到達しており、④の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験（発話・聞き取りテスト含む）を60％、平常点（授業
態度、小テスト等）を40％の割合で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中国語中級テキスト『大学生のための現代中国語12
話・4』
黄漢青　杉野元子　著（白帝社）￥2500+税
ISBN: 978-4-86398-206-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

①グループでの会話文作成や発表することが多いので、積
極的に参加することが強く求められる。
②本文や語法の例文を繰り返し朗読し暗唱すること。
③音声ファイルをダウンロードして活用すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.前期の復習、オリエンテーション
2.第1課「 “洋 ”」単語、文法解説、会話文読解
3.第1課課題の答え合わせ、会話トレーニング
4.第2課「直率」単語、文法解説、会話文読解
5.第2課課題の答え合わせ、会話トレーニング
6.第3課「  」単語、文法解説、会話文読解
7.第3課課題の答え合わせ、会話トレーニング
8.第4課「餐 」単語、文法解説、会話文読解
9.第4課課題の答え合わせ、会話トレーニング
10.第5課「  和儿子」単語、文法解説、会話文読解
11.第5課課題の答え合わせ、会話トレーニング
12.第6課「陪床」単語、文法解説、会話文読解
13.第6課課題の答え合わせ、会話トレーニング
14.映画鑑賞会（上）
15.映画鑑賞会（下）
17.第7課「  」単語、文法解説、会話文読解
18.第7課課題の答え合わせ、会話トレーニング
19.第8課「待遇」単語、文法解説、会話文読解）
20.第8課課題の答え合わせ、会話トレーニング
21.第9課「北京的天空」単語、文法解説、会話文読解
22.第9課課題の答え合わせ、会話トレーニング
23.第10課「男朋友」単語、文法解説、会話文読解）
24.第10課課題の答え合わせ、会話トレーニング
25.第11課「没想到」単語、文法解説、会話文読解
26.第11課課題の答え合わせ、会話トレーニング）
27.第12課「 多芬和 板 」単語、文法解説、会話文読解
28.第12課課題の答え合わせ、会話トレーニング
29.口頭試験課題文の作成
30.口頭試験



2019-SJ00009763-11中国語ⅡＢ「LA2」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限, 金・３時限　　試験時間割：2020/01/24　１時限　　

トウ　ギョクテイ

◎－－－　概要　－－－◎

前期の会話中心の授業に続き、後期ではより高度なコミュニ
ケーション能力を目指す。少し複雑な会話を理解したうえで、
リアルな中国語表現を活用し、会話文を作成できるように勉強
していく。今時の中国を様々な側面から紹介するテキストなの
で、教科書の内容を把握し、毎課の話題について、少人数のグ
ループでオリジナルの会話文を書き、さらに発表することを繰
り返していく。週２コマの授業で「読む、書く、話す」作業を
中心に、中国語の表現力をさらに充実させる。そして、映画鑑
賞会を通じて、中国の文化・社会への理解を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①中級レベルの中国語の知識を身につける(知識・理解)

②中国語での円滑なコミュニケーションを図る。(技能)

③中国の社会・文化事情への視野を広め、知識を増やす。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：事前に学習予定の内容に目を通し、録音を聞きながら、
発音できるように練習しておく。（30分）
復習：録音について既習会話文を朗読し、文法と単語を暗誦で
きるように復習する。（30分）
発音に関しては、電車やバスの時間を活用して音声をひたすら
聞き流すことを勧めます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
 
定期試験（期末に実施する筆記試験）60%、平常点（小作文お
よび課題会話の練習等）40%

◎－－－　テキスト　－－－◎

中国語中級テキスト『大学生のための現代中国語12
話・4』
黄漢青　杉野元子　著（白帝社）￥2500+税
ISBN: 978-4-86398-206-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

グループでの会話文作成や発表することが多いので、積極
的に参加することが強く求められる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.前期の復習、オリエンテーション
2.第1課「 “洋 ”」単語、文法解説、会話文読解
3.第1課課題の答え合わせ、会話トレーニング
4.第2課「直率」単語、文法解説、会話文読解
5.第2課課題の答え合わせ、会話トレーニング
6.第3課「  」単語、文法解説、会話文読解
7.第3課課題の答え合わせ、会話トレーニング
8.第4課「餐 」単語、文法解説、会話文読解
9.第4課課題の答え合わせ、会話トレーニング
10.第5課「  和儿子」単語、文法解説、会話文読解
11.第5課課題の答え合わせ、会話トレーニング
12.第6課「陪床」単語、文法解説、会話文読解
13.第6課課題の答え合わせ、会話トレーニング
14.映画鑑賞会（上）
15.映画鑑賞会（下）
17.第7課「  」単語、文法解説、会話文読解
18.第7課課題の答え合わせ、会話トレーニング
19.第8課「待遇」単語、文法解説、会話文読解）
20.第8課課題の答え合わせ、会話トレーニング
21.第9課「北京的天空」単語、文法解説、会話文読解
22.第9課課題の答え合わせ、会話トレーニング
23.第10課「男朋友」単語、文法解説、会話文読解）
24.第10課課題の答え合わせ、会話トレーニング
25.第11課「没想到」単語、文法解説、会話文読解
26.第11課課題の答え合わせ、会話トレーニング）
27.第12課「 多芬和 板 」単語、文法解説、会話文読解
28.第12課課題の答え合わせ、会話トレーニング
29.口頭試験課題文の作成
30.口頭試験



2019-SJ00009763-12中国語ⅡＢ「JECSTPG」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・４時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限,　2020/01/23　５時限　　

有働　彰子

◎－－－　概要　－－－◎

中国語ⅡBでは中国語ⅠA中国語ⅠBで学習した内容を基礎に、
複雑な文章や長文の読解・作文などを総合的に学習します。具
体的にはまず、①中国語Ⅰで学習しなかった文法項目（使役、
受け身、強調の構文及び助動詞、補語など）を多様な練習問題
に取り組むことでマスターしていきます。②中国語らしい会話
を音読、暗誦することで実際のコミュニケーションに活用でき
る「中国語のストック」を作ります。③言葉の背景にあるもの
をより深く理解できるように、中国語圏の国や地域の社会や文
化についても広く学んでいきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①複文を含むより複雑な中国語の文章を読むことができる。
(技能)

②複文を含む比較的複雑な文章を中国語で書くことができる。
(技能)

③挨拶言葉を含む比較的簡単な日常会話がスムーズにできる。
(技能)

④中国語検定3級レベルの語彙を完全にマスターする。(知識・
理解)

⑤自律的な中国語学習者になるよう、積極的に中国語学習に取
り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習①教科書の新出単語の整理（15分）
　　②教科書の本文の日本語訳（35分）
復習①単語と本文の暗記
　　②小テストの準備

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点：10％（到達目標⑤）
・小テスト：20％（到達目標①②③④）
・口頭発表（暗誦テスト）：10％（到達目標③④）
・定期試験：60％（到達目標①②③④）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[書名]日中いぶこみ12景
[著者]相原茂＋蘇明
[出版社]朝日出版社
[その他]価格2300円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎課ごとに小テストを行います。
・必ず辞書を持参すること（電子辞書でもかまわない）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　オリエンテーション、1年の復習及び確認テ　　　
　スト、中国語での自己紹介

第2回　第1課　文法と表現の説明、ドリル
第3回　第1課　本文訳と口頭練習（暗誦含む）
第4回　第2課　文法と表現の説明、ドリル
第5回　第2課　本文訳と口頭練習（暗誦含む）
第6回　第3課　文法と表現の説明、ドリル
第7回　第3課　本文訳と口頭練習（暗誦含む）
第8回　第3課　長文読解、作文ドリル
第9回　第4課　文法と表現の説明、ドリル
第10回　第4課　本文訳と口頭練習（暗誦含む）
第11回　第4課　長文読解、作文ドリル
第12回　第5課　文法と表現の説明、ドリル
第13回　第5課　本文訳と口頭練習（暗誦含む）
第14回　第5課　長文読解、作文ドリル
第15回　前期の復習

第16回　第6課　文法と表現の説明、ドリル
第17回　第6課　本文訳と口頭練習、読解
第18回　第7課　文法と表現の説明、ドリル
第19回　第7課　本文訳と口頭練習、読解
第20回　第8課　文法と表現の説明、ドリル
第21回　第8課　本文訳と口頭練習、読解
第22回　第9課　文法と表現の説明、ドリル
第23回　第9課　本文訳と口頭練習、作文
第24回　第10課　文法と表現の説明、ドリル
第25回　第104課　本文訳と口頭練習、作文
第26回　第11課　文法と表現の説明、ドリル
第27回　第11課　本文訳と口頭練習、作文
第28回　総合的な練習
第29回　総合的な練習
第30回　後期の復習



2019-SJ0000B751-01中国語Ⅰ「B全」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・二部１時限　　試験時間割：2019/07/25　夜１限,　2020/01/23　夜１限　　

胡　山林

◎－－－　概要　－－－◎

　中国語ⅠBでは主に中国語の語法的なしくみを理解します。
　中国語講読･作文の基本が身につくように、自己紹介文を使っ
て基礎的な語法を身につけ、初歩的な文章の講読や作文ができ
るレベルを目指します。講読文の理解を通して、文章による基
礎的なコミュニケーション能力を身につけます。
　1冊の教科書を中国語ⅠAと共通で使用します。中国語ⅠBで
は語法・本文及び講読練習が教材となります。同じ内容を異な
るスタイルで学びますので、二つの角度から中国語を学習する
ことになり、中国語に対する理解をより深めることができま
す。学ぶ単語も重なりますので学生には覚えやすくなると考え
ています。
 

◎－－－　到達目標　－－－◎

教科書で学ぶ語法に従って初歩的な文章の解釈ができる。
(技能)

簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。

(技能)

簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。

(技能)

簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。

(技能)

教科書で学ぶ中国語の基礎的な語法を理解する。

(技能)

簡体字を用い語法に従って簡単な文が作れる。

(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回授業に必要な予習と復習内容を詳しく説明する。また、
授業中予習と復習内容のチェックを行う。予習と復習が必要で
ある。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 評価基準
目標①～⑥に到達しており、⑦の態度・志向性を有しているか
どうかを評価の基準とする。
(2) 評価方法
定期試験および発話・聞き取りテストを60％、平常点（授業態
度、小テスト等）を40％の割合で評価する。
※「発話・聞き取りテスト」の実施については、授業中に適宜
指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

［書名］『漢語課本』2019年版(中国語ⅠAと共用)
［著者］福岡大学中国語教科書研究チーム
［出版社］金星堂
［その他］価格2,800円（税別）。2017年度版以前のものとは内
容がかなり異なっているので、先輩から譲り受けないこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

やさしくくわしい中国語文法の基礎（守屋宏則）
東方書店

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

無断欠席・遅刻早退（遅刻三回を欠席一回に勘定する）、授業中
私語・携帯電話・メール・ゲーム・飲食・居眠りなどは厳禁。

Emailアドレス：lintianjp@bd6.so-net.ne.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1.　オリエンテーション
2.　第1課　発音1（単母音、声調）
3.　第2課　発音2（子音）
4.　第3課　発音3（複合母音）
5.　第4課　発音4（鼻母音）
6.　第5課　発音5（声調の変化、アル化、挨拶用語）
7.　第6課　「こんにちは！」（挨拶、名前の言い方、動詞述語
文など）
8.　第6課　「こんにちは！」
9.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」（助動詞など）
10.　第7課　「私は中国語を学ぶつもりです。」
11.　第8課　「私は今年19歳です。」（日付の言い方など）
12.　第8課　「私は今年19歳です。」
13.　第9課　「私の家は六人家族です。」（動詞“有”、反復疑
問文など）
14.　第9課　「私の家は六人家族です。」
15.　まとめ

（後期）
16.　前期の復習
17.　第10課　「私の父は忙しい。」（形容詞述語文など）
18.　第10課　「私の父は忙しい。」
19.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」（動詞“在”、
介詞フレーズなど）
20.　第11課　「私の家は福岡市にあります。」
21.　第12課　「私は朝７時に起きます。」（時刻の言い方、連
動文、連体修飾語など）
22.　第12課　「私は朝７時に起きます。」
23.　第13課　「私の一週間」（時間量など）
24.　第13課　「私の一週間」
25.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」（動態
助詞“了”と“ ”など）
26.　第14課　「私は中国に行ったことがありません。」
27.　第15課　「私は中国語が話せます。」（助動詞“会”、様
態補語など）
28.　第15課　「私は中国語が話せます。」
29.　第16課　「私は中国語を勉強しています。」（進行形な
ど）
30.　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

moodle外国語・中国語　中国語学習支援室
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-SJ0000B761-01中国語Ⅱ「B全」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・二部２時限　　試験時間割：2019/07/25　夜２限,　2020/01/23　夜２限　　

胡　山林

◎－－－　概要　－－－◎

二年次で、中国語発音に慣れることと一年目よりもっと多く中
国語が話せることは授業の中心として進む。
二年目中級中国語は初級に引き続き、教材は中国語文章書きと
中国語話して、やや複雑な会話文章の読解を教授学習するに移
る。一年の学習と同じように、コミュニケーション表現にもっ
と力を入れる。前期に「祝い祈りの表現」「道場所尋ねの表
現」など、後期に「病気健康の表現」「要求命令の表現」など
のテーマを学習し、半年の間に、多くの会話練習を通じて、中
国語言葉遣い、話し方、習慣の表現などの特性および日本語と
の異同点をよく理解するようになる。数十個の日常定番な中国
語基本表現言葉をよく覚えるように身に付ける。文法上、前期
に「動作の進行形と経験形」「連動文と二重目的語」「数量場
所補語」など、後期に「兼語文と使役文」「結果程度補語」
「目的語前置文」など数個中国語表現方法を学習し、書き練習
を繰り返して行う。さらに、中国語に対する理解を深めるため
に中国の歴史と文化、中国事情を多く紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国語1で学んだ内容を固める。その上で、より日常用な中国
語が上手く話せると千字以内字数の文章が読めるようになるこ
とを目指します。
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

成績評価の基準
前期・後期定期試験の成績を50％、授業の参加態度と参加度、
発音発表の完成度、授業中の質問と教師の質問に対する応答、
宿題の提出、授業参加状況などを50％として総合的に評価す
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

前期・後期定期試験の成績を50％、授業中の質問と教師の質問
に対する応答、宿題の提出、授業参加状況などを50％として総
合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中級コミュニケーション中国語110文（胡 山林）九州中国
語研究会

◎－－－　参考書　－－－◎

やさしくくわしい中国語文法の基礎（守屋宏則） 　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

無断欠席・遅刻早退（遅刻三回を欠席一回に勘定する）、
授業中私語・携帯電話・メール・ゲーム・飲食・居眠りな
どは厳禁。

Emailアドレス：lintianjp@bd6.so-net.ne.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業の進め方：
前期：　
　第１～３週：第一課　天気の表現。比較　　　　　　　
　　　　の表現
　第４～６週：第二課　知り合いの表現。
　　　　　　　　　　　二重目的語
　第７～９週：第三課　日常交流の表現。
　　　　　　　　　　　動作の進行形
　第１０～１２週：第四課　家族紹介の表　　　　　　　
　　　　現。動作の経験形
　第１３～１５週：第五課　道・場所尋ね　　　の表現。
慣用語「是～的」の使い方
後期：　
　第１～３週：第六課　病院に行く。
　　　　　　　　　　　近い未来の表現
　第４～６週：第七課　請求依頼許可拒否　　　　　　　
　　　の表現。可能の表現
　第７～９週：第八課　個人考え伝え勧め　　　　　　　
　　　の表現。兼語文
　第１０～１２週：第九課　褒め責め要求　　　　　　　
　提案の表現。確認疑問文
　第１３～１５週：第十課　感情の表現。
　　　　　　　　確認・反復疑問文

 


