
2019-SJ00009811-01スペイン語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：無し　　
 授業時間割：通年：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ディアス　フローレス，イシドロ

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1つ、中南米
に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるヒスパ
ニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英語、中国語、ヒンズー語に
続くと言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源とし、イタリ
ア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマンス語と呼ば
れる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492年）以降、スペ
イン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のように多くの中南米の
国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で用いられているの
に、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないことです。本学の外国
人の先生にもスペイン、メキシコ、キューバといった国の方がいますが、お
互いのコミュニケーションに問題はありません。その広大な文化圏のドアを
開けるための第１歩として、今世界で第2外国語として一番学習されているス
ペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていくはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・スペイン語の発音の仕組みを理解して、読める。(知識・理解)

・スペイン語の現在形を中心とした会話文を使える。(知識・理解)

・英語と異なる表現の仕組みを理解する。(知識・理解)

・簡単な文を言い、相手に理解してもらう。(技能)

・相手の文に対し、正しい動詞の活用で答えることができる。(技能)

・英語に対応しない表現を使えるようにする。(技能)

・スペイン語を含むロマンス語族の表現形式全体の仕組みを理解し、将来の
応用に資することを目指す。(態度・志向性)

・このテキストの２のほうは次年度のIIA（火曜５時間目）とIIB（木曜４時間
目）で取り扱うので、中上級クラスを履修することを目標とする。(態度・志
向性)

・スペイン語検定5級程度、またはDELE（欧州標準参照枠のスペイン公認の
資格）A1かA2程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また新しい知
識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して（30分から60分程
度）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合
のための学習（30分程度） が必要です。スペインやイスパノアメリカについ
ての基礎知識を得るために、「文化と教育：スペインの社会と文化から学ぶ
（前期水曜4時間目）」または「文化と教育：イスパノアメリカの社会と文化
から学ぶ（後期水曜4時間目）」を履修することを勧めます。 プラザ50で
language plaza（ネイティブスピーカー担当）をお昼（12:15～14:15）に開いて
います。自由に参加できる会話を中心とした学習空間です。詳しくは授業や
FUポータルで説明しますが、初心者や過去にスペイン語を学んだものもOKの
自由な場を提供しています。

◎－－－　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。
通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験は
実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。授業中
の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双方）、レポート
などを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、小テスト40％、口
頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートなど）30％とします。
欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的には授業に参加すること
は必要条件なので、その参加が少ないと、それによって生じる点数が減ると
考えて下さい。例：小テストを受けなかった、授業中に答えなかったなど
様々です。就職活動や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それが多
くなると参加によって生じる点数が少なくなり、単位認定には不利になりま
す。なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての退室が見つかった場
合は厳しく対処します。
1.　各課の会話文の読み。
2.　各課の末尾にある練習問題を準備して、正しく理解しているかどうか。
3.　各課の末尾にある聞き取りテストの評価。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における復習の際に自由に会話できる力の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『スペイン語の世界へようこそ　１』
Encuentro con el mundo del español 1
このテキストの会話部分を扱います。
村上陽子、他著、朝日出版

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
他多数有
白水社の別の西和辞典（高橋編）は、見出し語は多いが使いにくいので薦めませ
ん。
和西辞典：
和西辞典（宮城、コントレラス監修：白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
和西辞典（小学館）
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーション）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの教室への持
ち込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書の購入はそれまで
待っていてください。
（スマートフォンに内蔵した辞書については、目的以外の使用を禁止することで
認めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないの
で、そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスアワーに研
究室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
会話の内容は文法の内容に合わせています。
1.　導入：各担当者よりいろんな話をします
2.　１課：１課の対話文
3.　１課：１課の練習問題と聞き取りテスト
4.　２課：２課の対話文
5.　２課：２課の練習問題と聞き取りテスト
6.　３課：３課の対話文
7.　３課：３課の練習問題と聞き取りテスト
8.　４課：４課の対話文
9.　４課：４課の練習問題と聞き取りテスト
10. ５課：５課の対話文
11. ５課：５課の練習問題と聞き取りテスト
12. ６課：６課の対話文
13. ６課：６課の練習問題と聞き取りテスト
14.  前期の復習（１）
15.  前期の復習（２）
後期
1.　前期の復習
2.　７課：７課の対話文
3.　７課：７課の対話文と練習問題
4.　７課：７課の練習問題と聞き取りテスト
5.　８課：８課の対話文
6.　８課：８課の対話文と練習問題
7.　８課：８課の練習問題と聞き取りテスト
8.　９課：９課の対話文
9.　９課：９課の対話文と練習問題
10.  ９課：９課の練習問題と聞き取りテスト
11.  １０課：１０課の対話文
12  １０課：１０課の対話文と練習問題
13. １０課：１０課の練習問題と聞き取りテスト
14. スペイン語で話そう・いろんな状況で使ってみよう
15. 総復習：スペイン語で自由に話してみよう



2019-SJ00009812-01スペイン語ⅠＡ「LC・LE・LF・LA」

 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：無し　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

青木　文夫

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1つ、中南
米に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるヒ
スパニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英語、中国語、ヒン
ズー語に続くと言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源と
し、イタリア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマ
ンス語と呼ばれる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492
年）以降、スペイン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のよう
に多くの中南米の国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で
用いられているのに、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないこ
とです。本学の外国人の先生にもスペイン、メキシコ、キューバといった
国の方がいますが、お互いのコミュニケーションに問題はありません。そ
の広大な文化圏のドアを開けるための第１歩として、今世界で第2外国語
として一番学習されているスペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界
が広がっていくはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スペイン語の基本的な文法の仕組みを理解する(知識・理解)

正確な発音ができるようにする(知識・理解)

簡単な文を読んで理解する(技能)

動詞の活用をしっかりと覚える(技能)

スペイン語を含むロマンス語族の文法全体の仕組みを理解し、将来の応用
に資することを目指す(態度・志向性)

中上級のクラスでのさらなる飛躍を目指す(態度・志向性)

スペイン語検定5級程度、またはDELE（欧州標準参照枠のスペイン公認の
資格）A1かA2程度を目指す(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また新しい
知識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して（30分から60
分程度）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出
た場合のための学習（30分程度） が必要です。
　スペインやイスパノアメリカについての基礎知識を得るために、「文化
と教育：スペインの社会と文化から学ぶ（前期水曜4時間目）」または
「文化と教育：イスパノアメリカの社会と文化から学ぶ（後期水曜4時間
目）」を履修することを勧めます。　
　プラザ50でlanguage plaza（ネイティブスピーカー担当）をお昼（12:15
～14:15）に開いています。自由に参加できる会話を中心とした学習空間
です。詳しくは授業やFUポータルで説明しますが、初心者や過去にスペ
イン語を学んだものもOKの自由な場を提供しています。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験
は実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。
　授業中の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双
方）、レポートなどを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、
小テスト40％、口頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートな
ど）30％とします。欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的に
は授業に参加することは必要条件なので、その参加が少ないと、それに
よって生じる点数が減ると考えて下さい。例：小テストを受けなかった、
授業中に答えなかったなど様々です。就職活動や課外活動などで休むのは
仕方ないのですが、それが多くなると参加によって生じる点数が少なくな
り、単位認定には不利になります。なお、出席管理において代返や出席の
み登録しての退室が見つかった場合は厳しく対処します。

1.　授業内容を理解できているかをチェックするための小テスト。
2.　動詞の活用を中心とした小テストを随時。
3.　テキストの文型と同じ文を書かせる小テスト。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後数回の復習の際の確認テスト。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『スペイン語で表現しよう』
青木文夫、辻博子、マリア・エルナンデス（共著）、弘学社
このテキストをＩＡ・ＩＩＡの2年間使用します。　

◎－－－　参考書　－－－◎

（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
他多数有。
白水社の別の西和辞典（高橋編）は、見出し語は多いが使いにくいので薦めませ
ん。
和西辞典：
和西辞典（宮城、コントレラス監修：白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
和西辞典（小学館）
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーション）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの教室への持
ち込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書の購入はそれまで
待っていてください。
（スマートフォンに内蔵した辞書については、目的以外の使用を禁止することで
認めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないの
で、そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜11時から12時
火曜昼休み12時10分から12時50分まで
水曜も可能ですが、メールで空いている時間を問い合わせて下さい。

メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 導入：スペイン語とはこんな言語
2 発音の仕組み
3 発音の仕組み
4 発音の練習と簡単なテスト
5 性数の一致：冠詞と名詞
6 性数の一致：冠詞と名詞の確認テスト
7 規則動詞の現在形とその用法
8 規則動詞の現在形とその用法
9 規則動詞の現在形練習問題
10 規則動詞の現在形練習問題
10 serとestarの活用と用法
11 serとestarの活用と用法
12 serとestarの練習問題
13 serとestarの練習問題
14 復習（スペイン語で書いてみよう）
15 復習（スペイン語で書いてみよう）
[後期]
1　不規則動詞の現在形の活用といくつかの動詞の用法
2　不規則動詞の現在形の活用といくつかの動詞の用法と文型テスト
3　不規則動詞の現在形の活用といくつかの動詞の用法と文型テスト
4　与格と対格の代名詞といくつかの動詞
5　与格と対格の代名詞といくつかの動詞
6　与格と対格の代名詞のまとめと確認テスト
7　数詞を使って：身長と体重、価格
8　数詞を使って：日付、時刻
9　数詞を使って：電話番号、住所
10 不定語の用法
11 天気の表現
12 スペイン語で書いてみよう
13 スペイン語で書いてみよう
14 まとめと確認テスト（文法）
15 まとめと確認テスト（表現）
後期についてはテキストの順序に従って記したが、実際の授業では、進度に応じ
て少し順序を変えるかもしれません。



2019-SJ00009812-02スペイン語ⅠＡ「LH・LJ・LP・LG・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：無し　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

岡住　正秀

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1つ、
中南米に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国に
いるヒスパニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英語、中国
語、ヒンズー語に続くと言われています。ラテン語（ローマ帝国の言
語）を起源とし、イタリア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニ
ア語とともにロマンス語と呼ばれる仲間に属します。コロンブスのア
メリカ発見（1492年）以降、スペイン語は中南米の植民地の言語に
なったので、現在のように多くの中南米の国で使われています。その
特徴は、これだけ広い地域で用いられているのに、コミュニケーショ
ンの妨げになるほどの差がないことです。本学の外国人の先生にもス
ペイン人、メキシコ人、キューバといった国の方がいますが、お互い
のコミュニケーションに問題はありません。その広大な文化圏のドア
を開けるための第一歩として、今世界で第2外国語として一番学習され
ているスペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていく
はずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スペイン語の発音の仕組みを理解する。（知識・理解）(知識・理解)

スペイン語の現在形を中心とした活用の仕組みを理解する。（知識・
理解）(知識・理解)

英語と文法の仕組みが異なることを理解する。（知識・理解）(知識・
理解)

簡単な文を読んで意味を理解する。（技能）(技能)

動詞の活用をしっかり覚え、応用する。（技能）(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また、
新しい知識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して
（30分から60分）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小テスト
の準備）が出た場合のための学習（30分程度）が必要です。スペイン
やイスパノアメリカについての基礎知識を得るために、「文化と教
育：スペインの社会と文化から学ぶ（前期水曜4時間目）また「文化と
教育：イスパノアメリカの社会と文化から学ぶ（後期水曜4時間目）を
履修することを勧めます。プラザ50でlanguage plaza(ネイティヴスピー
カー担当）をお昼（12：15～14：15）に開いています。自由に参加で
きる会話を中心とした学習空間です。詳しくは授業やFUポータルで説
明しますが、初心者や過去にスペイン語を学んだものもOKの自由な場
を提供しています。

◎－－－　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。
通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再
試験は実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められ
ます。授業中の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提
出双方）、レポートなどを考慮して総合的に単位を認定します。その
比率は、小テスト40％、口頭での答え30％、その他（授業態度、作
文、レポートなど）30％とします。欠席が多い場合その分が不利にな
ります。具体的には授業に参加することは必要条件なので、その参加
が少ないと、それによって生じる点数が減ると考えてください。例：
小テストを受けなかった、授業中に答えなかったなど様々です。就職
活動や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それが多くなると
参加によって生じる点数が少なくなり、単位人的には不利になりま
す。なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての退室が見つ
かった場合は厳しく対処します。
１．授業内容を理解できているかをチェックするための小テスト。
２．動詞の活用を中心とした小テストを随時。
３．授業への参加態度。
４．後期最後における復習の際の自由作文の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　『初級スペイン語文法』（和佐敦子著、朝日出版社）

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
和西辞典：
和西辞典（白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
（その他）
スペインの歴史（立石・関・中川・中塚編：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの歴史（内村・立石編著：明石書店）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ・大森・広康共訳：ピアソンエジュケーショ
ン）
（電子辞書他について）
最初の授業で説明します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件では
ないので、そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスア
ワーに研究室まで来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜日昼休み12時10分から13時まで
火曜日昼休み12時10分から13時まで
水曜日昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時限目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期（文法）授業計画以外にも課題を課す場合があります。
１．導入：各担当者よりいろんな話をします
２．１課：アルファベットと単語の発音
３．１課：アクセントと音節、確認テスト
４．２課：名詞の性と数、冠詞、形容詞
５．２課：同上、練習問題、確認テスト
６．３課：主格人称代名詞と規則動詞
７．３課：規則活用、否定文、疑問文
８．３課：練習問題、確認テスト
９．３課：疑問詞を使った文の受け答え
10．４課：ser動詞とestar動詞の文
11．４課：hayとestar動詞の用法
12．４課：練習問題、確認テスト
13．５課：不規則動詞（1）と指示詞
14．５課：同上、確認テスト
15．練習問題、前期のまとめ

後期
１．前期の復習
２．６課：不規則動詞の活用（2）
３．６課：接続詞、所有詞
４．６課：同上、確認テスト
５．７課：不規則動詞の活用（3）
６．７課：目的格人称代名詞
７．７課：同上、練習問題、確認テスト
８．６課と7課の復習（プリント）
９．８課：前置詞と人称代名詞
10.　８課：同上、確認テスト
11．８課：gustar動詞など
12．９課：無人称文、曜日・日付の表現
13．９課：再帰動詞、確認テスト
14．９課：練習問題、再帰動詞の基本例
15．総復習



2019-SJ00009812-03スペイン語ⅠＡ「JJ1-5・MM」

 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：無し　　
 授業時間割：通年：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

岡住　正秀

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1つ、中南米
に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるヒスパ
ニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英語、中国語、ヒンズー語に
続くと言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源とし、イタリ
ア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマンス語と呼ば
れる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492年）以降、スペ
イン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のように多くの中南米の
国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で用いられているの
に、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないことです。本学の外国
人の先生にもスペイン、メキシコ、キューバといった国の方がいますが、お
互いのコミュニケーションに問題はありません。その広大な文化圏のドアを
開けるための第１歩として、今世界で第2外国語として一番学習されているス
ペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていくはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・スペイン語の発音の仕組みを理解する。(知識・理解)

・スペイン語の現在形を中心とした活用の仕組みを理解する。(知識・理解)

・英語と文法の仕組みが異なることを理解する。(知識・理解)

・簡単な文を読んで意味を理解する。(技能)

・動詞の活用をしっかり覚え、応用する。(技能)

・英語にない文法の仕組みを応用する。(技能)

・スペイン語を含むロマンス語族の文法全体の仕組みを理解し、将来の応用
に資することを目指す。(態度・志向性)

・このテキストの２のほうは次年度のIIA（火曜５時間目）とIIB（木曜４時間
目）で取り扱うので、中上級クラスを履修することを目標とする。(態度・志
向性)

・スペイン語検定5級程度、またはDELE（欧州標準参照枠のスペイン公認の
資格）A1かA2程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また新しい知
識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して（30分から60分程
度）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合
のための学習（30分程度） が必要です。スペインやイスパノアメリカについ
ての基礎知識を得るために、「文化と教育：スペインの社会と文化から学ぶ
（前期水曜4時間目）」または「文化と教育：イスパノアメリカの社会と文化
から学ぶ（後期水曜4時間目）」を履修することを勧めます。 プラザ50で
language plaza（ネイティブスピーカー担当）をお昼（12:15～14:15）に開いて
います。自由に参加できる会話を中心とした学習空間です。詳しくは授業や
FUポータルで説明しますが、初心者や過去にスペイン語を学んだものもOKの
自由な場を提供しています。

◎－－－　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。
通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験は
実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。授業中
の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双方）、レポート
などを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、小テスト40％、口
頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートなど）30％とします。
欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的には授業に参加すること
は必要条件なので、その参加が少ないと、それによって生じる点数が減ると
考えて下さい。例：小テストを受けなかった、授業中に答えなかったなど
様々です。就職活動や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それが多
くなると参加によって生じる点数が少なくなり、単位認定には不利になりま
す。なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての退室が見つかった場
合は厳しく対処します。
1.　授業内容を理解できているかをチェックするための小テスト。
2.　動詞の活用を中心とした小テストを随時。
3.　テキストの文型と同じ文を書かせる小テスト。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における復習の際の自由作文の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『スペイン語の世界へようこそ　１』
Encuentro con el mundo del español 1
村上陽子、他著、朝日出版
文法と会話（IA・IB）で同じテキストを分担して使います。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
他多数有
白水社の別の西和辞典（高橋編）は、見出し語は多いが使いにくいので薦めませ
ん。
和西辞典：
和西辞典（宮城、コントレラス監修：白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
和西辞典（小学館）
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーション）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの教室への持
ち込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書の購入はそれまで
待っていてください。
（スマートフォンに内蔵した辞書については、目的以外の使用を禁止することで
認めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないの
で、そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスアワーに研
究室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期（文法）：授業計画以外にも課題を課す場合があります。
1.　導入：各担当者よりいろんな話をします
2.　１課：アルファベトと発音
3.　１課：同上、および確認テスト
4.　２課：ser動詞と文の作り方
5.　２課：同上、および確認テスト
6.　３課：ser動詞と形容詞の性数変化など
7.　３課：同上、および確認テスト
8.　４課：数詞、日付、曜日、所有語など
9.　４課：同上、および確認テスト
10. ５課：形容詞の性数変化
11. ５課：serと形容詞で文を作ってみる
12. ６課：hayとestarの用法、と確認テスト
13. ６課：serとestarの違い、と確認テスト
14.  前期のまとめ（復習）
15.  前期のまとめ（復習）

後期
1.　前期の復習

2.    ７課：規則動詞の活用（１）
3.  7課：規則動詞の活用と文の作り方（１）
4.　7課：規則動詞の活用と文の作り方（２）
5.　８課：不規則動詞の活用（１）、活用確認テスト
6.　８課：同上
7.　８課：目的格の代名詞など
8.　９課：不規則動詞の活用（２）、活用確認テスト
9.　９課：不定詞の用法
10. ９課：９課の復習
11. １０課：不規則動詞の活用（３）、活用確認テスト
12. １０課：名詞節
13. １０課：１０課の復習
14. スペイン語の世界・スペイン語圏の易しい読み物
15. 総復習：スペイン語で書いてみよう



2019-SJ00009812-04スペイン語ⅠＡ「JJ6-10・TM」

 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：無し　　
 授業時間割：通年：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

青木　文夫

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1つ、中南米
に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるヒスパ
ニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英語、中国語、ヒンズー語に
続くと言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源とし、イタリ
ア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマンス語と呼ば
れる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492年）以降、スペ
イン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のように多くの中南米の
国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で用いられているの
に、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないことです。本学の外国
人の先生にもスペイン、メキシコ、キューバといった国の方がいますが、お
互いのコミュニケーションに問題はありません。その広大な文化圏のドアを
開けるための第１歩として、今世界で第2外国語として一番学習されているス
ペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていくはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・スペイン語の発音の仕組みを理解する。(知識・理解)

・スペイン語の現在形を中心とした活用の仕組みを理解する。(知識・理解)

・英語と文法の仕組みが異なることを理解する。(知識・理解)

・簡単な文を読んで意味を理解する。(技能)

・動詞の活用をしっかり覚え、応用する。(技能)

・英語にない文法の仕組みを応用する。(技能)

・スペイン語を含むロマンス語族の文法全体の仕組みを理解し、将来の応用
に資することを目指す。(態度・志向性)

・このテキストの２のほうは次年度のIIA（火曜５時間目）とIIB（木曜４時間
目）で取り扱うので、中上級クラスを履修することを目標とする。(態度・志
向性)

・スペイン語検定5級程度、またはDELE（欧州標準参照枠のスペイン公認の
資格）A1かA2程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また新しい知
識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して（30分から60分程
度）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合
のための学習（30分程度） が必要です。スペインやイスパノアメリカについ
ての基礎知識を得るために、「文化と教育：スペインの社会と文化から学ぶ
（前期水曜4時間目）」または「文化と教育：イスパノアメリカの社会と文化
から学ぶ（後期水曜4時間目）」を履修することを勧めます。 プラザ50で
language plaza（ネイティブスピーカー担当）をお昼（12:15～14:15）に開いて
います。自由に参加できる会話を中心とした学習空間です。詳しくは授業や
FUポータルで説明しますが、初心者や過去にスペイン語を学んだものもOKの
自由な場を提供しています。

◎－－－　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。
通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験は
実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。授業中
の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双方）、レポート
などを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、小テスト40％、口
頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートなど）30％とします。
欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的には授業に参加すること
は必要条件なので、その参加が少ないと、それによって生じる点数が減ると
考えて下さい。例：小テストを受けなかった、授業中に答えなかったなど
様々です。就職活動や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それが多
くなると参加によって生じる点数が少なくなり、単位認定には不利になりま
す。なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての退室が見つかった場
合は厳しく対処します。
1.　授業内容を理解できているかをチェックするための小テスト。
2.　動詞の活用を中心とした小テストを随時。
3.　テキストの文型と同じ文を書かせる小テスト。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における復習の際の自由作文の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『スペイン語の世界へようこそ　１』
Encuentro con el mundo del español 1
村上陽子、他著、朝日出版
文法と会話（IA・IB）で同じテキストを分担して使います。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
他多数有
白水社の別の西和辞典（高橋編）は、見出し語は多いが使いにくいので薦めませ
ん。
和西辞典：
和西辞典（宮城、コントレラス監修：白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
和西辞典（小学館）
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーション）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの教室への持
ち込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書の購入はそれまで
待っていてください。
（スマートフォンに内蔵した辞書については、目的以外の使用を禁止することで
認めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないの
で、そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスアワーに研
究室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期（文法）：授業計画以外にも課題を課す場合があります。
1.　導入：各担当者よりいろんな話をします
2.　１課：アルファベトと発音
3.　１課：同上、および確認テスト
4.　２課：ser動詞と文の作り方
5.　２課：同上、および確認テスト
6.　３課：ser動詞と形容詞の性数変化など
7.　３課：同上、および確認テスト
8.　４課：数詞、日付、曜日、所有語など
9.　４課：同上、および確認テスト
10. ５課：形容詞の性数変化
11. ５課：serと形容詞で文を作ってみる
12. ６課：hayとestarの用法、と確認テスト
13. ６課：serとestarの違い、と確認テスト
14.  前期のまとめ（復習）
15.  前期のまとめ（復習）

後期
1.　前期の復習

2.  ７課：規則動詞の活用（１）
3.  ７課：規則動詞の活用と文の作り方（１）
4.　７課：規則動詞の活用と文の作り方（２）
5.　８課：不規則動詞の活用（１）、活用確認テスト
6.　８課：同上
7.　８課：目的格の代名詞など
8.　９課：不規則動詞の活用（２）、活用確認テスト
9.　９課：不定詞の用法
10. ９課：９課の復習
11. １０課：不規則動詞の活用（３）、活用確認テスト
12. １０課：名詞節
13. １０課：１０課の復習
14. スペイン語の世界・スペイン語圏の易しい読み物
15. 総復習：スペイン語で書いてみよう



2019-SJ00009812-05スペイン語ⅠＡ「JB・TC」

 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：無し　　
 授業時間割：通年：月・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ディアス　フローレス，イシドロ

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1つ、中南米
に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるヒスパ
ニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英語、中国語、ヒンズー語に
続くと言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源とし、イタリ
ア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマンス語と呼ば
れる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492年）以降、スペ
イン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のように多くの中南米の
国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で用いられているの
に、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないことです。本学の外国
人の先生にもスペイン、メキシコ、キューバといった国の方がいますが、お
互いのコミュニケーションに問題はありません。その広大な文化圏のドアを
開けるための第１歩として、今世界で第2外国語として一番学習されているス
ペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていくはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・スペイン語の発音の仕組みを理解して、読める。(知識・理解)

・スペイン語の現在形を中心とした会話文を使える。(知識・理解)

・英語と異なる表現の仕組みを理解する。(知識・理解)

・簡単な文を言い、相手に理解してもらう。(技能)

・相手の文に対し、正しい動詞の活用で答えることができる。(技能)

・英語に対応しない表現を使えるようにする。(技能)

・スペイン語を含むロマンス語族の表現形式全体の仕組みを理解し、将来の
応用に資することを目指す。(態度・志向性)

・このテキストの２のほうは次年度のIIA（火曜５時間目）とIIB（木曜４時間
目）で取り扱うので、中上級クラスを履修することを目標とする。(態度・志
向性)

・スペイン語検定5級程度、またはDELE（欧州標準参照枠のスペイン公認の
資格）A1かA2程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また新しい知
識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して（30分から60分程
度）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合
のための学習（30分程度） が必要です。スペインやイスパノアメリカについ
ての基礎知識を得るために、「文化と教育：スペインの社会と文化から学ぶ
（前期水曜4時間目）」または「文化と教育：イスパノアメリカの社会と文化
から学ぶ（後期水曜4時間目）」を履修することを勧めます。 プラザ50で
language plaza（ネイティブスピーカー担当）をお昼（12:15～14:15）に開いて
います。自由に参加できる会話を中心とした学習空間です。詳しくは授業や
FUポータルで説明しますが、初心者や過去にスペイン語を学んだものもOKの
自由な場を提供しています。

◎－－－　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。
通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験は
実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。授業中
の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双方）、レポート
などを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、小テスト40％、口
頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートなど）30％とします。
欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的には授業に参加すること
は必要条件なので、その参加が少ないと、それによって生じる点数が減ると
考えて下さい。例：小テストを受けなかった、授業中に答えなかったなど
様々です。就職活動や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それが多
くなると参加によって生じる点数が少なくなり、単位認定には不利になりま
す。なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての退室が見つかった場
合は厳しく対処します。
1.　各課の会話文の読み。
2.　各課の末尾にある練習問題を準備して、正しく理解しているかどうか。
3.　各課の末尾にある聞き取りテストの評価。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における復習の際に自由に会話できる力の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『スペイン語の世界へようこそ　１』
Encuentro con el mundo del español 1
村上陽子、他著、朝日出版
文法と会話（IA・IB）で同じテキストを分担して使います。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
他多数有
白水社の別の西和辞典（高橋編）は、見出し語は多いが使いにくいので薦めませ
ん。
和西辞典：
和西辞典（宮城、コントレラス監修：白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
和西辞典（小学館）
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーション）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの教室への持
ち込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書の購入はそれまで
待っていてください。
（スマートフォンに内蔵した辞書については、目的以外の使用を禁止することで
認めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないの
で、そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスアワーに研
究室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
会話の内容は文法の内容に合わせています。
1.　導入：各担当者よりいろんな話をします
2.　１課：１課の対話文
3.　１課：１課の練習問題と聞き取りテスト
4.　２課：２課の対話文
5.　２課：２課の練習問題と聞き取りテスト
6.　３課：３課の対話文
7.　３課：３課の練習問題と聞き取りテスト
8.　４課：４課の対話文
9.　４課：４課の練習問題と聞き取りテスト
10. ５課：５課の対話文
11. ５課：５課の練習問題と聞き取りテスト
12. ６課：６課の対話文
13. ６課：６課の練習問題と聞き取りテスト
14.  前期の復習（１）
15.  前期の復習（２）
後期
1.　前期の復習
2.　７課：７課の対話文
3.　７課：７課の対話文と練習問題
4.　７課：７課の練習問題と聞き取りテスト
5.　８課：８課の対話文
6.　８課：８課の対話文と練習問題
7.　８課：８課の練習問題と聞き取りテスト
8.　９課：９課の対話文
9.　９課：９課の対話文と練習問題
10.  ９課：９課の練習問題と聞き取りテスト
11.  １０課：１０課の対話文
12  １０課：１０課の対話文と練習問題
13. １０課：１０課の練習問題と聞き取りテスト
14. スペイン語で話そう・いろんな状況で使ってみよう
15. 総復習：スペイン語で自由に話してみよう



2019-SJ00009812-06スペイン語ⅠＡ「TL」

 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：無し　　
 授業時間割：通年：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

青木　文夫

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1つ、中南米
に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるヒスパ
ニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英語、中国語、ヒンズー語に
続くと言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源とし、イタリ
ア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマンス語と呼ば
れる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492年）以降、スペ
イン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のように多くの中南米の
国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で用いられているの
に、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないことです。本学の外国
人の先生にもスペイン、メキシコ、キューバといった国の方がいますが、お
互いのコミュニケーションに問題はありません。その広大な文化圏のドアを
開けるための第１歩として、今世界で第2外国語として一番学習されているス
ペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていくはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・スペイン語の発音の仕組みを理解する。(知識・理解)

・スペイン語の現在形を中心とした活用の仕組みを理解する。(知識・理解)

・英語と文法の仕組みが異なることを理解する。(知識・理解)

・簡単な文を読んで意味を理解する。(技能)

・動詞の活用をしっかり覚え、応用する。(技能)

・英語にない文法の仕組みを応用する。(技能)

・スペイン語を含むロマンス語族の文法全体の仕組みを理解し、将来の応用
に資することを目指す。(態度・志向性)

・このテキストの２のほうは次年度のIIA（火曜５時間目）とIIB（木曜４時間
目）で取り扱うので、中上級クラスを履修することを目標とする。(態度・志
向性)

・スペイン語検定5級程度、またはDELE（欧州標準参照枠のスペイン公認の
資格）A1かA2程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また新しい知
識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して（30分から60分程
度）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合
のための学習（30分程度） が必要です。スペインやイスパノアメリカについ
ての基礎知識を得るために、「文化と教育：スペインの社会と文化から学ぶ
（前期水曜4時間目）」または「文化と教育：イスパノアメリカの社会と文化
から学ぶ（後期水曜4時間目）」を履修することを勧めます。 プラザ50で
language plaza（ネイティブスピーカー担当）をお昼（12:15～14:15）に開いて
います。自由に参加できる会話を中心とした学習空間です。詳しくは授業や
FUポータルで説明しますが、初心者や過去にスペイン語を学んだものもOKの
自由な場を提供しています。

◎－－－　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。
通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験は
実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。授業中
の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双方）、レポート
などを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、小テスト40％、口
頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートなど）30％とします。
欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的には授業に参加すること
は必要条件なので、その参加が少ないと、それによって生じる点数が減ると
考えて下さい。例：小テストを受けなかった、授業中に答えなかったなど
様々です。就職活動や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それが多
くなると参加によって生じる点数が少なくなり、単位認定には不利になりま
す。なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての退室が見つかった場
合は厳しく対処します。
1.　授業内容を理解できているかをチェックするための小テスト。
2.　動詞の活用を中心とした小テストを随時。
3.　テキストの文型と同じ文を書かせる小テスト。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における復習の際の自由作文の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『スペイン語の世界へようこそ　１』
Encuentro con el mundo del español 1
村上陽子、他著、朝日出版
文法と会話（IA・IB）で同じテキストを分担して使います。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
他多数有
白水社の別の西和辞典（高橋編）は、見出し語は多いが使いにくいので薦めませ
ん。
和西辞典：
和西辞典（宮城、コントレラス監修：白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
和西辞典（小学館）
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーション）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの教室への持
ち込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書の購入はそれまで
待っていてください。
（スマートフォンに内蔵した辞書については、目的以外の使用を禁止することで
認めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないの
で、そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスアワーに研
究室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期（文法）：授業計画以外にも課題を課す場合があります。
1.　導入：各担当者よりいろんな話をします
2.　１課：アルファベトと発音
3.　１課：同上、および確認テスト
4.　２課：ser動詞と文の作り方
5.　２課：同上、および確認テスト
6.　３課：ser動詞と形容詞の性数変化など
7.　３課：同上、および確認テスト
8.　４課：数詞、日付、曜日、所有語など
9.　４課：同上、および確認テスト
10. ５課：形容詞の性数変化
11. ５課：serと形容詞で文を作ってみる
12. ６課：hayとestarの用法、と確認テスト
13. ６課：serとestarの違い、と確認テスト
14.  前期のまとめ（復習）
15.  前期のまとめ（復習）

後期
1.　前期の復習

2.    ７課：規則動詞の活用（１）
3.  7課：規則動詞の活用と文の作り方（１）
4.　7課：規則動詞の活用と文の作り方（２）
5.　８課：不規則動詞の活用（１）、活用確認テスト
6.　８課：同上
7.　８課：目的格の代名詞など
8.　９課：不規則動詞の活用（２）、活用確認テスト
9.　９課：不定詞の用法
10. ９課：９課の復習
11. １０課：不規則動詞の活用（３）、活用確認テスト
12. １０課：名詞節
13. １０課：１０課の復習
14. スペイン語の世界・スペイン語圏の易しい読み物
15. 総復習：スペイン語で書いてみよう



2019-SJ00009812-07スペイン語ⅠＡ「TE」

 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：無し　　
 授業時間割：通年：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

フジヨシ　ミヨコ

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1つ、中南米
に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるヒスパ
ニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英語、中国語、ヒンズー語に
続くと言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源とし、イタリ
ア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマンス語と呼ば
れる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492年）以降、スペ
イン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のように多くの中南米の
国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で用いられているの
に、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないことです。本学の外国
人の先生にもスペイン、メキシコ、キューバといった国の方がいますが、お
互いのコミュニケーションに問題はありません。その広大な文化圏のドアを
開けるための第１歩として、今世界で第2外国語として一番学習されているス
ペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていくはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・スペイン語の発音の仕組みを理解して、読める。(知識・理解)

・スペイン語の現在形を中心とした会話文を使える。(知識・理解)

・英語と異なる表現の仕組みを理解する。(知識・理解)

・簡単な文を言い、相手に理解してもらう。(技能)

・相手の文に対し、正しい動詞の活用で答えることができる。(技能)

・英語に対応しない表現を使えるようにする。(技能)

・スペイン語を含むロマンス語族の表現形式全体の仕組みを理解し、将来の
応用に資することを目指す。(態度・志向性)

・このテキストの２のほうは次年度のIIA（火曜５時間目）とIIB（木曜４時間
目）で取り扱うので、中上級クラスを履修することを目標とする。(態度・志
向性)

・スペイン語検定5級程度、またはDELE（欧州標準参照枠のスペイン公認の
資格）A1かA2程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また新しい知
識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して（30分から60分程
度）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合
のための学習（30分程度） が必要です。スペインやイスパノアメリカについ
ての基礎知識を得るために、「文化と教育：スペインの社会と文化から学ぶ
（前期水曜4時間目）」または「文化と教育：イスパノアメリカの社会と文化
から学ぶ（後期水曜4時間目）」を履修することを勧めます。 プラザ50で
language plaza（ネイティブスピーカー担当）をお昼（12:15～14:15）に開いて
います。自由に参加できる会話を中心とした学習空間です。詳しくは授業や
FUポータルで説明しますが、初心者や過去にスペイン語を学んだものもOKの
自由な場を提供しています。

◎－－－　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。
通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験は
実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。授業中
の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双方）、レポート
などを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、小テスト40％、口
頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートなど）30％とします。
欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的には授業に参加すること
は必要条件なので、その参加が少ないと、それによって生じる点数が減ると
考えて下さい。例：小テストを受けなかった、授業中に答えなかったなど
様々です。就職活動や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それが多
くなると参加によって生じる点数が少なくなり、単位認定には不利になりま
す。なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての退室が見つかった場
合は厳しく対処します。
1.　各課の会話文の読み。
2.　各課の末尾にある練習問題を準備して、正しく理解しているかどうか。
3.　各課の末尾にある聞き取りテストの評価。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における復習の際に自由に会話できる力の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『スペイン語の世界へようこそ　１』
Encuentro con el mundo del español 1
村上陽子、他著、朝日出版
文法と会話（IA・IB）で同じテキストを分担して使います。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
他多数有
白水社の別の西和辞典（高橋編）は、見出し語は多いが使いにくいので薦めませ
ん。
和西辞典：
和西辞典（宮城、コントレラス監修：白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
和西辞典（小学館）
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーション）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの教室への持
ち込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書の購入はそれまで
待っていてください。
（スマートフォンに内蔵した辞書については、目的以外の使用を禁止することで
認めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないの
で、そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスアワーに研
究室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
会話の内容は文法の内容に合わせています。
1.　導入：各担当者よりいろんな話をします
2.　１課：１課の対話文
3.　１課：１課の練習問題と聞き取りテスト
4.　２課：２課の対話文
5.　２課：２課の練習問題と聞き取りテスト
6.　３課：３課の対話文
7.　３課：３課の練習問題と聞き取りテスト
8.　４課：４課の対話文
9.　４課：４課の練習問題と聞き取りテスト
10. ５課：５課の対話文
11. ５課：５課の練習問題と聞き取りテスト
12. ６課：６課の対話文
13. ６課：６課の練習問題と聞き取りテスト
14.  前期の復習（１）
15.  前期の復習（２）
後期
1.　前期の復習
2.　７課：７課の対話文
3.　７課：７課の対話文と練習問題
4.　７課：７課の練習問題と聞き取りテスト
5.　８課：８課の対話文
6.　８課：８課の対話文と練習問題
7.　８課：８課の練習問題と聞き取りテスト
8.　９課：９課の対話文
9.　９課：９課の対話文と練習問題
10.  ９課：９課の練習問題と聞き取りテスト
11.  １０課：１０課の対話文
12  １０課：１０課の対話文と練習問題
13. １０課：１０課の練習問題と聞き取りテスト
14. スペイン語で話そう・いろんな状況で使ってみよう
15. 総復習：スペイン語で自由に話してみよう



2019-SJ00009812-08スペイン語ⅠＡ「E全・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：無し　　
 授業時間割：通年：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ディアス　フローレス，イシドロ

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1つ、中南米
に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるヒスパ
ニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英語、中国語、ヒンズー語に
続くと言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源とし、イタリ
ア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマンス語と呼ば
れる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492年）以降、スペ
イン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のように多くの中南米の
国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で用いられているの
に、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないことです。本学の外国
人の先生にもスペイン、メキシコ、キューバといった国の方がいますが、お
互いのコミュニケーションに問題はありません。その広大な文化圏のドアを
開けるための第１歩として、今世界で第2外国語として一番学習されているス
ペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていくはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・スペイン語の発音の仕組みを理解して、読める。(知識・理解)

・スペイン語の現在形を中心とした会話文を使える。(知識・理解)

・英語と異なる表現の仕組みを理解する。(知識・理解)

・簡単な文を言い、相手に理解してもらう。(技能)

・相手の文に対し、正しい動詞の活用で答えることができる。(技能)

・英語に対応しない表現を使えるようにする。(技能)

・スペイン語を含むロマンス語族の表現形式全体の仕組みを理解し、将来の
応用に資することを目指す。(態度・志向性)

・このテキストの２のほうは次年度のIIA（火曜５時間目）とIIB（木曜４時間
目）で取り扱うので、中上級クラスを履修することを目標とする。(態度・志
向性)

・スペイン語検定5級程度、またはDELE（欧州標準参照枠のスペイン公認の
資格）A1かA2程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また新しい知
識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して（30分から60分程
度）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合
のための学習（30分程度） が必要です。スペインやイスパノアメリカについ
ての基礎知識を得るために、「文化と教育：スペインの社会と文化から学ぶ
（前期水曜4時間目）」または「文化と教育：イスパノアメリカの社会と文化
から学ぶ（後期水曜4時間目）」を履修することを勧めます。 プラザ50で
language plaza（ネイティブスピーカー担当）をお昼（12:15～14:15）に開いて
います。自由に参加できる会話を中心とした学習空間です。詳しくは授業や
FUポータルで説明しますが、初心者や過去にスペイン語を学んだものもOKの
自由な場を提供しています。

◎－－－　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。
通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験は
実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。授業中
の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双方）、レポート
などを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、小テスト40％、口
頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートなど）30％とします。
欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的には授業に参加すること
は必要条件なので、その参加が少ないと、それによって生じる点数が減ると
考えて下さい。例：小テストを受けなかった、授業中に答えなかったなど
様々です。就職活動や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それが多
くなると参加によって生じる点数が少なくなり、単位認定には不利になりま
す。なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての退室が見つかった場
合は厳しく対処します。
1.　各課の会話文の読み。
2.　各課の末尾にある練習問題を準備して、正しく理解しているかどうか。
3.　各課の末尾にある聞き取りテストの評価。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における復習の際に自由に会話できる力の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『スペイン語の世界へようこそ　１』
Encuentro con el mundo del español 1
村上陽子、他著、朝日出版
文法と会話（IA・IB）で同じテキストを分担して使います。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
他多数有
白水社の別の西和辞典（高橋編）は、見出し語は多いが使いにくいので薦めませ
ん。
和西辞典：
和西辞典（宮城、コントレラス監修：白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
和西辞典（小学館）
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーション）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの教室への持
ち込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書の購入はそれまで
待っていてください。
（スマートフォンに内蔵した辞書については、目的以外の使用を禁止することで
認めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないの
で、そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスアワーに研
究室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
会話の内容は文法の内容に合わせています。
1.　導入：各担当者よりいろんな話をします
2.　１課：１課の対話文
3.　１課：１課の練習問題と聞き取りテスト
4.　２課：２課の対話文
5.　２課：２課の練習問題と聞き取りテスト
6.　３課：３課の対話文
7.　３課：３課の練習問題と聞き取りテスト
8.　４課：４課の対話文
9.　４課：４課の練習問題と聞き取りテスト
10. ５課：５課の対話文
11. ５課：５課の練習問題と聞き取りテスト
12. ６課：６課の対話文
13. ６課：６課の練習問題と聞き取りテスト
14.  前期の復習（１）
15.  前期の復習（２）
後期
1.　前期の復習
2.　７課：７課の対話文
3.　７課：７課の対話文と練習問題
4.　７課：７課の練習問題と聞き取りテスト
5.　８課：８課の対話文
6.　８課：８課の対話文と練習問題
7.　８課：８課の練習問題と聞き取りテスト
8.　９課：９課の対話文
9.　９課：９課の対話文と練習問題
10.  ９課：９課の練習問題と聞き取りテスト
11.  １０課：１０課の対話文
12  １０課：１０課の対話文と練習問題
13. １０課：１０課の練習問題と聞き取りテスト
14. スペイン語で話そう・いろんな状況で使ってみよう
15. 総復習：スペイン語で自由に話してみよう



2019-SJ00009812-09スペイン語ⅠＡ「CC・S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：無し　　
 授業時間割：通年：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

青木　文夫

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1つ、中南米
に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるヒスパ
ニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英語、中国語、ヒンズー語に
続くと言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源とし、イタリ
ア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマンス語と呼ば
れる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492年）以降、スペ
イン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のように多くの中南米の
国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で用いられているの
に、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないことです。本学の外国
人の先生にもスペイン、メキシコ、キューバといった国の方がいますが、お
互いのコミュニケーションに問題はありません。その広大な文化圏のドアを
開けるための第１歩として、今世界で第2外国語として一番学習されているス
ペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていくはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・スペイン語の発音の仕組みを理解する。(知識・理解)

・スペイン語の現在形を中心とした活用の仕組みを理解する。(知識・理解)

・英語と文法の仕組みが異なることを理解する。(知識・理解)

・簡単な文を読んで意味を理解する。(技能)

・動詞の活用をしっかり覚え、応用する。(技能)

・英語にない文法の仕組みを応用する。(技能)

・スペイン語を含むロマンス語族の文法全体の仕組みを理解し、将来の応用
に資することを目指す。(態度・志向性)

・このテキストの２のほうは次年度のIIA（火曜５時間目）とIIB（木曜４時間
目）で取り扱うので、中上級クラスを履修することを目標とする。(態度・志
向性)

・スペイン語検定5級程度、またはDELE（欧州標準参照枠のスペイン公認の
資格）A1かA2程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また新しい知
識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して（30分から60分程
度）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合
のための学習（30分程度） が必要です。スペインやイスパノアメリカについ
ての基礎知識を得るために、「文化と教育：スペインの社会と文化から学ぶ
（前期水曜4時間目）」または「文化と教育：イスパノアメリカの社会と文化
から学ぶ（後期水曜4時間目）」を履修することを勧めます。 プラザ50で
language plaza（ネイティブスピーカー担当）をお昼（12:15～14:15）に開いて
います。自由に参加できる会話を中心とした学習空間です。詳しくは授業や
FUポータルで説明しますが、初心者や過去にスペイン語を学んだものもOKの
自由な場を提供しています。

◎－－－　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。
通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験は
実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。授業中
の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双方）、レポート
などを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、小テスト40％、口
頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートなど）30％とします。
欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的には授業に参加すること
は必要条件なので、その参加が少ないと、それによって生じる点数が減ると
考えて下さい。例：小テストを受けなかった、授業中に答えなかったなど
様々です。就職活動や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それが多
くなると参加によって生じる点数が少なくなり、単位認定には不利になりま
す。なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての退室が見つかった場
合は厳しく対処します。
1.　授業内容を理解できているかをチェックするための小テスト。
2.　動詞の活用を中心とした小テストを随時。
3.　テキストの文型と同じ文を書かせる小テスト。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における復習の際の自由作文の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『スペイン語の世界へようこそ　１』
Encuentro con el mundo del español 1
村上陽子、他著、朝日出版
文法と会話（IA・IB）で同じテキストを分担して使います。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
他多数有
白水社の別の西和辞典（高橋編）は、見出し語は多いが使いにくいので薦めませ
ん。
和西辞典：
和西辞典（宮城、コントレラス監修：白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
和西辞典（小学館）
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーション）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの教室への持
ち込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書の購入はそれまで
待っていてください。
（スマートフォンに内蔵した辞書については、目的以外の使用を禁止することで
認めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないの
で、そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスアワーに研
究室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期（文法）：授業計画以外にも課題を課す場合があります。
1.　導入：各担当者よりいろんな話をします
2.　１課：アルファベトと発音
3.　１課：同上、および確認テスト
4.　２課：ser動詞と文の作り方
5.　２課：同上、および確認テスト
6.　３課：ser動詞と形容詞の性数変化など
7.　３課：同上、および確認テスト
8.　４課：数詞、日付、曜日、所有語など
9.　４課：同上、および確認テスト
10. ５課：形容詞の性数変化
11. ５課：serと形容詞で文を作ってみる
12. ６課：hayとestarの用法、と確認テスト
13. ６課：serとestarの違い、と確認テスト
14.  前期のまとめ（復習）
15.  前期のまとめ（復習）

後期
1.　前期の復習

2.  ７課：規則動詞の活用（１）
3.  ７課：規則動詞の活用と文の作り方（１）
4.　７課：規則動詞の活用と文の作り方（２）
5.　８課：不規則動詞の活用（１）、活用確認テスト
6.　８課：同上
7.　８課：目的格の代名詞など
8.　９課：不規則動詞の活用（２）、活用確認テスト
9.　９課：不定詞の用法
10. ９課：９課の復習
11. １０課：不規則動詞の活用（３）、活用確認テスト
12. １０課：名詞節
13. １０課：１０課の復習
14. スペイン語の世界・スペイン語圏の易しい読み物
15. 総復習：スペイン語で書いてみよう



2019-SJ00009812-10スペイン語ⅠＡ「CB・TA」

 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：無し　　
 授業時間割：通年：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

青木　文夫

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1つ、中南米
に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるヒスパ
ニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英語、中国語、ヒンズー語に
続くと言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源とし、イタリ
ア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマンス語と呼ば
れる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492年）以降、スペ
イン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のように多くの中南米の
国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で用いられているの
に、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないことです。本学の外国
人の先生にもスペイン、メキシコ、キューバといった国の方がいますが、お
互いのコミュニケーションに問題はありません。その広大な文化圏のドアを
開けるための第１歩として、今世界で第2外国語として一番学習されているス
ペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていくはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・スペイン語の発音の仕組みを理解する。(知識・理解)

・スペイン語の現在形を中心とした活用の仕組みを理解する。(知識・理解)

・英語と文法の仕組みが異なることを理解する。(知識・理解)

・簡単な文を読んで意味を理解する。(技能)

・動詞の活用をしっかり覚え、応用する。(技能)

・英語にない文法の仕組みを応用する。(技能)

・スペイン語を含むロマンス語族の文法全体の仕組みを理解し、将来の応用
に資することを目指す。(態度・志向性)

・このテキストの２のほうは次年度のIIA（火曜５時間目）とIIB（木曜４時間
目）で取り扱うので、中上級クラスを履修することを目標とする。(態度・志
向性)

・スペイン語検定5級程度、またはDELE（欧州標準参照枠のスペイン公認の
資格）A1かA2程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また新しい知
識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して（30分から60分程
度）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合
のための学習（30分程度） が必要です。スペインやイスパノアメリカについ
ての基礎知識を得るために、「文化と教育：スペインの社会と文化から学ぶ
（前期水曜4時間目）」または「文化と教育：イスパノアメリカの社会と文化
から学ぶ（後期水曜4時間目）」を履修することを勧めます。 プラザ50で
language plaza（ネイティブスピーカー担当）をお昼（12:15～14:15）に開いて
います。自由に参加できる会話を中心とした学習空間です。詳しくは授業や
FUポータルで説明しますが、初心者や過去にスペイン語を学んだものもOKの
自由な場を提供しています。

◎－－－　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。
通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験は
実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。授業中
の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双方）、レポート
などを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、小テスト40％、口
頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートなど）30％とします。
欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的には授業に参加すること
は必要条件なので、その参加が少ないと、それによって生じる点数が減ると
考えて下さい。例：小テストを受けなかった、授業中に答えなかったなど
様々です。就職活動や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それが多
くなると参加によって生じる点数が少なくなり、単位認定には不利になりま
す。なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての退室が見つかった場
合は厳しく対処します。
1.　授業内容を理解できているかをチェックするための小テスト。
2.　動詞の活用を中心とした小テストを随時。
3.　テキストの文型と同じ文を書かせる小テスト。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における復習の際の自由作文の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『スペイン語の世界へようこそ　１』
Encuentro con el mundo del español 1
村上陽子、他著、朝日出版
文法と会話（IA・IB）で同じテキストを分担して使います。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
他多数有
白水社の別の西和辞典（高橋編）は、見出し語は多いが使いにくいので薦めませ
ん。
和西辞典：
和西辞典（宮城、コントレラス監修：白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
和西辞典（小学館）
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーション）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの教室への持
ち込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書の購入はそれまで
待っていてください。
（スマートフォンに内蔵した辞書については、目的以外の使用を禁止することで
認めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないの
で、そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスアワーに研
究室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期（文法）：授業計画以外にも課題を課す場合があります。
1.　導入：各担当者よりいろんな話をします
2.　１課：アルファベトと発音
3.　１課：同上、および確認テスト
4.　２課：ser動詞と文の作り方
5.　２課：同上、および確認テスト
6.　３課：ser動詞と形容詞の性数変化など
7.　３課：同上、および確認テスト
8.　４課：数詞、日付、曜日、所有語など
9.　４課：同上、および確認テスト
10. ５課：形容詞の性数変化
11. ５課：serと形容詞で文を作ってみる
12. ６課：hayとestarの用法、と確認テスト
13. ６課：serとestarの違い、と確認テスト
14.  前期のまとめ（復習）
15.  前期のまとめ（復習）

後期
1.　前期の復習

2.  ７課：規則動詞の活用（１）
3.  ７課：規則動詞の活用と文の作り方（１）
4.　７課：規則動詞の活用と文の作り方（２）
5.　８課：不規則動詞の活用（１）、活用確認テスト
6.　８課：同上
7.　８課：目的格の代名詞など
8.　９課：不規則動詞の活用（２）、活用確認テスト
9.　９課：不定詞の用法
10. ９課：９課の復習
11. １０課：不規則動詞の活用（３）、活用確認テスト
12. １０課：名詞節
13. １０課：１０課の復習
14. スペイン語の世界・スペイン語圏の易しい読み物
15. 総復習：スペイン語で書いてみよう



2019-SJ00009812-11スペイン語ⅠＡ「CF・TK」

 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：無し　　
 授業時間割：通年：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

フジヨシ　ミヨコ

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1つ、中南米
に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるヒスパ
ニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英語、中国語、ヒンズー語に
続くと言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源とし、イタリ
ア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマンス語と呼ば
れる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492年）以降、スペ
イン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のように多くの中南米の
国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で用いられているの
に、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないことです。本学の外国
人の先生にもスペイン、メキシコ、キューバといった国の方がいますが、お
互いのコミュニケーションに問題はありません。その広大な文化圏のドアを
開けるための第１歩として、今世界で第2外国語として一番学習されているス
ペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていくはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・スペイン語の発音の仕組みを理解して、読める。(知識・理解)

・スペイン語の現在形を中心とした会話文を使える。(知識・理解)

・英語と異なる表現の仕組みを理解する。(知識・理解)

・簡単な文を言い、相手に理解してもらう。(技能)

・相手の文に対し、正しい動詞の活用で答えることができる。(技能)

・英語に対応しない表現を使えるようにする。(技能)

・スペイン語を含むロマンス語族の表現形式全体の仕組みを理解し、将来の
応用に資することを目指す。(態度・志向性)

・このテキストの２のほうは次年度のIIA（火曜５時間目）とIIB（木曜４時間
目）で取り扱うので、中上級クラスを履修することを目標とする。(態度・志
向性)

・スペイン語検定5級程度、またはDELE（欧州標準参照枠のスペイン公認の
資格）A1かA2程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また新しい知
識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して（30分から60分程
度）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合
のための学習（30分程度） が必要です。スペインやイスパノアメリカについ
ての基礎知識を得るために、「文化と教育：スペインの社会と文化から学ぶ
（前期水曜4時間目）」または「文化と教育：イスパノアメリカの社会と文化
から学ぶ（後期水曜4時間目）」を履修することを勧めます。 プラザ50で
language plaza（ネイティブスピーカー担当）をお昼（12:15～14:15）に開いて
います。自由に参加できる会話を中心とした学習空間です。詳しくは授業や
FUポータルで説明しますが、初心者や過去にスペイン語を学んだものもOKの
自由な場を提供しています。

◎－－－　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。
通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験は
実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。授業中
の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双方）、レポート
などを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、小テスト40％、口
頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートなど）30％とします。
欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的には授業に参加すること
は必要条件なので、その参加が少ないと、それによって生じる点数が減ると
考えて下さい。例：小テストを受けなかった、授業中に答えなかったなど
様々です。就職活動や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それが多
くなると参加によって生じる点数が少なくなり、単位認定には不利になりま
す。なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての退室が見つかった場
合は厳しく対処します。
1.　各課の会話文の読み。
2.　各課の末尾にある練習問題を準備して、正しく理解しているかどうか。
3.　各課の末尾にある聞き取りテストの評価。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における復習の際に自由に会話できる力の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『スペイン語の世界へようこそ　１』
Encuentro con el mundo del español 1
村上陽子、他著、朝日出版
文法と会話（IA・IB）で同じテキストを分担して使います。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
他多数有
白水社の別の西和辞典（高橋編）は、見出し語は多いが使いにくいので薦めませ
ん。
和西辞典：
和西辞典（宮城、コントレラス監修：白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
和西辞典（小学館）
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーション）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの教室への持
ち込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書の購入はそれまで
待っていてください。
（スマートフォンに内蔵した辞書については、目的以外の使用を禁止することで
認めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないの
で、そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスアワーに研
究室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
会話の内容は文法の内容に合わせています。
1.　導入：各担当者よりいろんな話をします
2.　１課：１課の対話文
3.　１課：１課の練習問題と聞き取りテスト
4.　２課：２課の対話文
5.　２課：２課の練習問題と聞き取りテスト
6.　３課：３課の対話文
7.　３課：３課の練習問題と聞き取りテスト
8.　４課：４課の対話文
9.　４課：４課の練習問題と聞き取りテスト
10. ５課：５課の対話文
11. ５課：５課の練習問題と聞き取りテスト
12. ６課：６課の対話文
13. ６課：６課の練習問題と聞き取りテスト
14.  前期の復習（１）
15.  前期の復習（２）
後期
1.　前期の復習
2.　７課：７課の対話文
3.　７課：７課の対話文と練習問題
4.　７課：７課の練習問題と聞き取りテスト
5.　８課：８課の対話文
6.　８課：８課の対話文と練習問題
7.　８課：８課の練習問題と聞き取りテスト
8.　９課：９課の対話文
9.　９課：９課の対話文と練習問題
10.  ９課：９課の練習問題と聞き取りテスト
11.  １０課：１０課の対話文
12  １０課：１０課の対話文と練習問題
13. １０課：１０課の練習問題と聞き取りテスト
14. スペイン語で話そう・いろんな状況で使ってみよう
15. 総復習：スペイン語で自由に話してみよう



2019-SJ00009813-01スペイン語ⅠＢ「LC・LE・LF・LA」

 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：無し　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

辻　博子

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1つ、中南米
に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるヒスパ
ニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英語、中国語、ヒンズー語に
続くと言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源とし、イタリ
ア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマンス語と呼ば
れる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492年）以降、スペ
イン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のように多くの中南米の
国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で用いられているの
に、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないことです。本学の外国
人の先生にもスペイン、メキシコ、キューバといった国の方がいますが、お
互いのコミュニケーションに問題はありません。その広大な文化圏のドアを
開けるための第１歩として、今世界で第2外国語として一番学習されているス
ペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていくはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・スペイン語の発音の仕組みを理解して、読める。(知識・理解)

・スペイン語の現在形を中心とした会話文を使える。(知識・理解)

・英語と異なる表現の仕組みを理解する。(知識・理解)

・簡単な文を言い、相手に理解してもらう。(技能)

・相手の文に対し、正しい動詞の活用で答えることができる。(技能)

・英語に対応しない表現を使えるようにする。(技能)

・スペイン語を含むロマンス語族の表現形式全体の仕組みを理解し、将来の
応用に資することを目指す。(態度・志向性)

・このテキストの２のほうは次年度のIIA（火曜５時間目）とIIB（木曜４時間
目）で取り扱うので、中上級クラスを履修することを目標とする。(態度・志
向性)

・スペイン語検定5級程度、またはDELE（欧州標準参照枠のスペイン公認の
資格）A1かA2程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また新しい知
識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して（30分から60分程
度）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合
のための学習（30分程度） が必要です。スペインやイスパノアメリカについ
ての基礎知識を得るために、「文化と教育：スペインの社会と文化から学ぶ
（前期水曜4時間目）」または「文化と教育：イスパノアメリカの社会と文化
から学ぶ（後期水曜4時間目）」を履修することを勧めます。 プラザ50で
language plaza（ネイティブスピーカー担当）をお昼（12:15～14:15）に開いて
います。自由に参加できる会話を中心とした学習空間です。詳しくは授業や
FUポータルで説明しますが、初心者や過去にスペイン語を学んだものもOKの
自由な場を提供しています。

◎－－－　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。
通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験は
実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。授業中
の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双方）、レポート
などを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、小テスト40％、口
頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートなど）30％とします。
欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的には授業に参加すること
は必要条件なので、その参加が少ないと、それによって生じる点数が減ると
考えて下さい。例：小テストを受けなかった、授業中に答えなかったなど
様々です。就職活動や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それが多
くなると参加によって生じる点数が少なくなり、単位認定には不利になりま
す。なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての退室が見つかった場
合は厳しく対処します。
1.　各課の会話文の読み。
2.　各課の末尾にある練習問題を準備して、正しく理解しているかどうか。
3.　各課の末尾にある聞き取りテストの評価。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における復習の際に自由に会話できる力の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『いいね！スペイン語』
¡Muy bien!
フアン・カルロス・モヤノ・ロペス、カルロス・ガルシア・ルイス・カスティー
ジョ、廣康好美著
朝日出版 2018
このテキストを2年間使います。2年目はプリント、DVDなども併用します。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
他多数有
白水社の別の西和辞典（高橋編）は、見出し語は多いが使いにくいので薦めませ
ん。
和西辞典：
和西辞典（宮城、コントレラス監修：白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
和西辞典（小学館）
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーション）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの教室への持ち
込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書の購入はそれまで待って
いてください。
（スマートフォンに内蔵した辞書については、目的以外の使用を禁止することで認
めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないので、
そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスアワーに研究
室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
1.　導入：スペイン語世界の話、挨拶
2.　１課：アルファベット、発音
3.　１課：発音復習、挨拶（発展）、数字（１）
4.　１課：１課応用会話
5.　１課：１課まとめ、聞き取りテスト
6.　２課：主語、ser動詞
7.　２課：出身国や職業の紹介
8.　２課：２課応用会話
9.　２課：２課まとめ、聞き取り・会話テスト
10. ３課：定・不定冠詞、所有詞（１）
11. ３課：estar動詞、形容詞
12. ３課：ser・estar動詞の使い分け
13. ３課：３課応用会話
14. ３課：３課まとめ、聞き取り・会話テスト
15.  前期の復習（１）
後期
1.　前期の復習
2.　４課：規則活用動詞
3.　４課：時間表現、規則活用動詞練習
4.　４課：疑問詞、時間と組み合わせて練習
5.　４課：４課応用会話、４課まとめ
6.　４課：４課聞き取り・会話テスト、５課
7.　５課：所有詞（２）tener動詞
8.　５課：tenerの文の練習、数字（２）
9.　５課：５課応用会話、まとめ
10. ５課：５課聞き取り・会話テスト、６課
11. ６課：動詞hay、ir,querer動詞
12. ６課：６課応用会話、まとめ
13. ６課：６課聞き取り・会話テスト
14. スペイン語で話そう・いろんな状況で使ってみよう
15. 総復習：スペイン語で自由に話してみよう



2019-SJ00009813-02スペイン語ⅠＢ「LH・LJ・LP・LG・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：無し　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

上間　洋

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ(スペイン）、アフリカに
1つ（赤道ギニア共和国）、中南米に19（含む1自治領：メキシコ、グアテ
マラ、エルサルバドール、ホンヂュラス、ニカラグア、コスタリカ、パナ
マ、キューバ、ドミニカ共和国、プエルトリコ、ベネズエラ、コロンビ
ア、エクアドール、ペルー、ボリビア、チリ、アルゼンチン、パラグア
イ、ウルグアイ）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるスペイン
語を主に使用するヒスパニックの人たちや、世界中に居るスペイン語話者
も含めると、英語、中国語、ヒンズー語に続き、ロシア語やアラビア語よ
り多い5億人と言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源と
し、イタリア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマ
ンス語と呼ばれる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492
年）以降、スペイン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のよう
に多くの中南米の国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で
用いられているのに、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないこ
とです。福岡にも多くのスペイン語を母国語とするかたが来ていて、本学
でもいろんな国のかたが教えていますが、お互いのコミュニケーションに
問題はありません。その広大な文化圏のドアを開けるための第１歩とし
て、スペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていくはずで
す。英語の次に学ぶのはやはりスペイン語です！

◎－－－　到達目標　－－－◎

スペイン語の発音の仕組みを理解して、読める。(知識・理解)

スペイン語の現在形を中心とした会話文を使える。(知識・理解)

英語と異なる表現の仕組みを理解する。(知識・理解)

簡単な文を言い、相手に理解してもらう。(技能)

相手の文に対し、正しい動詞の活用（現在形）で答えることができる。(技
能)

英語に対応しない表現を使えるようにする。(技能)

スペイン語を含むロマンス語族の表現形式全体の仕組みを理解し、将来の
応用に資することを目指す。(態度・志向性)

このテキストのLeccion 8からは次年度のIIB（金曜４時間目）で取り扱うの
で、中上級クラスを履修することを目標とする。(態度・志向性)

スペイン語検定5級程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。
新しい知識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復讐して（30分
から60分程度）おきましょう。
さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合のための学習（30
分程度）が必要です。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験
は実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。
　授業中の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双
方）、レポートなどを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、
小テスト40％、口頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートな
ど）30％とします。欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的に
は授業に参加することは必要条件なので、その参加が少ないと、それに
よって生じる点数が減ると考えて下さい。例：小テストを受けなかった、
授業中に答えなかったなど様々です。就職活動や課外活動などで休むのは
仕方ないのですが、それが多くなると参加によって生じる点数が少なくな
り、単位認定には不利になります。なお、出席管理において代返や出席の
み登録しての退室が見つかった場合は厳しく対処します。
1.　各課の会話文の読み。
2.　各課の末尾にある練習問題を準備して、正しく理解しているかどうか。
3.　各課の末尾にある聞き取りテストの評価。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における復習の際に自由に会話できる力の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

¿Que te pasa?
著者：高橋　覚二、糸魚川　美樹、福地　恭子、リディア・サラ・カハ
発行者：朝日出版社

◎－－－　参考書　－－－◎

 スペイン語中辞典（小学館）　
新スペイン語（研究社）　
現代スペイン語辞典（白水社）　
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーショ
ン）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの
教室への持ち込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書
の購入はそれまで待っていてください。（スマートフォンに内蔵した辞
書については、目的以外の使用を禁止することで認めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件語学は基本的には演習
科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないので、そのことを
自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスア
ワーに研究室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
1.　導入：各担当者よりいろんな話をします
2.　１課：１課の対話文
3.　１課：１課の練習問題と聞き取り
4.　１課：１課の対話練習
5.　２課：２課の対話文
6.　２課：２課の練習問題と聞き取り
7.　２課：２課の対話練習
8.　３課：３課の対話文
9.　３課：３課の練習問題と聞き取り
10. ３課：３課の対話練習
11. ４課：４課の対話文
12. ４課：４課の練習問題と聞き取り
13. ４課：４課の対話練習
14. 総復習
15. 総復習
後期
1.　前期の復習
2.　５課：５課の対話文
3.　５課：５課の練習問題と聞き取り
4.　５課：５課の対話練習
5.　６課：６課の対話文
6.　６課：６課の練習問題と聞き取り
7.　６課：６課の対話練習
8.　７課：７課の対話文
9.　７課：７課の練習問題と聞き取り
10. ７課：７課の対話練習
11. スペイン語で話そう・いろんな状況で使ってみよう
12. 同上
13. 同上
14. 総復習：スペイン語で自由に話してみよう。
15. 総復習：スペイン語で自由に話してみよう。



2019-SJ00009813-03スペイン語ⅠＢ「JJ1-5・MM」

 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：無し　　
 授業時間割：通年：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

野村　明衣

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1つ、中南米
に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるヒスパ
ニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英語、中国語、ヒンズー語に
続くと言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源とし、イタリ
ア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマンス語と呼ば
れる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492年）以降、スペ
イン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のように多くの中南米の
国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で用いられているの
に、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないことです。本学の外国
人の先生にもスペイン、メキシコ、キューバといった国の方がいますが、お
互いのコミュニケーションに問題はありません。その広大な文化圏のドアを
開けるための第１歩として、今世界で第2外国語として一番学習されているス
ペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていくはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・スペイン語の発音の仕組みを理解して、読める。(知識・理解)

・スペイン語の現在形を中心とした会話文を使える。(知識・理解)

・英語と異なる表現の仕組みを理解する。(知識・理解)

・簡単な文を言い、相手に理解してもらう。(技能)

・相手の文に対し、正しい動詞の活用で答えることができる。(技能)

・英語に対応しない表現を使えるようにする。(技能)

・スペイン語を含むロマンス語族の表現形式全体の仕組みを理解し、将来の
応用に資することを目指す。(態度・志向性)

・このテキストの２のほうは次年度のIIA（火曜５時間目）とIIB（木曜４時間
目）で取り扱うので、中上級クラスを履修することを目標とする。(態度・志
向性)

・スペイン語検定5級程度、またはDELE（欧州標準参照枠のスペイン公認の
資格）A1かA2程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また新しい知
識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して（30分から60分程
度）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合
のための学習（30分程度） が必要です。スペインやイスパノアメリカについ
ての基礎知識を得るために、「文化と教育：スペインの社会と文化から学ぶ
（前期水曜4時間目）」または「文化と教育：イスパノアメリカの社会と文化
から学ぶ（後期水曜4時間目）」を履修することを勧めます。 プラザ50で
language plaza（ネイティブスピーカー担当）をお昼（12:15～14:15）に開いて
います。自由に参加できる会話を中心とした学習空間です。詳しくは授業や
FUポータルで説明しますが、初心者や過去にスペイン語を学んだものもOKの
自由な場を提供しています。

◎－－－　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。
通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験は
実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。授業中
の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双方）、レポート
などを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、小テスト40％、口
頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートなど）30％とします。
欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的には授業に参加すること
は必要条件なので、その参加が少ないと、それによって生じる点数が減ると
考えて下さい。例：小テストを受けなかった、授業中に答えなかったなど
様々です。就職活動や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それが多
くなると参加によって生じる点数が少なくなり、単位認定には不利になりま
す。なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての退室が見つかった場
合は厳しく対処します。
1.　各課の会話文の読み。
2.　各課の末尾にある練習問題を準備して、正しく理解しているかどうか。
3.　各課の末尾にある聞き取りテストの評価。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における復習の際に自由に会話できる力の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『スペイン語の世界へようこそ　１』
Encuentro con el mundo del español 1
村上陽子、他著、朝日出版
文法と会話（IA・IB）で同じテキストを分担して使います。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
他多数有
白水社の別の西和辞典（高橋編）は、見出し語は多いが使いにくいので薦めませ
ん。
和西辞典：
和西辞典（宮城、コントレラス監修：白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
和西辞典（小学館）
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーション）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの教室への持
ち込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書の購入はそれまで
待っていてください。
（スマートフォンに内蔵した辞書については、目的以外の使用を禁止することで
認めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないの
で、そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスアワーに研
究室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
会話の内容は文法の内容に合わせています。
1.　導入：各担当者よりいろんな話をします
2.　１課：１課の対話文
3.　１課：１課の練習問題と聞き取りテスト
4.　２課：２課の対話文
5.　２課：２課の練習問題と聞き取りテスト
6.　３課：３課の対話文
7.　３課：３課の練習問題と聞き取りテスト
8.　４課：４課の対話文
9.　４課：４課の練習問題と聞き取りテスト
10. ５課：５課の対話文
11. ５課：５課の練習問題と聞き取りテスト
12. ６課：６課の対話文
13. ６課：６課の練習問題と聞き取りテスト
14.  前期の復習（１）
15.  前期の復習（２）
後期
1.　前期の復習
2.　７課：７課の対話文
3.　７課：７課の対話文と練習問題
4.　７課：７課の練習問題と聞き取りテスト
5.　８課：８課の対話文
6.　８課：８課の対話文と練習問題
7.　８課：８課の練習問題と聞き取りテスト
8.　９課：９課の対話文
9.　９課：９課の対話文と練習問題
10.  ９課：９課の練習問題と聞き取りテスト
11.  １０課：１０課の対話文
12  １０課：１０課の対話文と練習問題
13. １０課：１０課の練習問題と聞き取りテスト
14. スペイン語で話そう・いろんな状況で使ってみよう
15. 総復習：スペイン語で自由に話してみよう



2019-SJ00009813-04スペイン語ⅠＢ「JJ6-10・TM」

 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：無し　　
 授業時間割：通年：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

野村　明衣

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1つ、中南米
に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるヒスパ
ニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英語、中国語、ヒンズー語に
続くと言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源とし、イタリ
ア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマンス語と呼ば
れる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492年）以降、スペ
イン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のように多くの中南米の
国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で用いられているの
に、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないことです。本学の外国
人の先生にもスペイン、メキシコ、キューバといった国の方がいますが、お
互いのコミュニケーションに問題はありません。その広大な文化圏のドアを
開けるための第１歩として、今世界で第2外国語として一番学習されているス
ペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていくはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・スペイン語の発音の仕組みを理解して、読める。(知識・理解)

・スペイン語の現在形を中心とした会話文を使える。(知識・理解)

・英語と異なる表現の仕組みを理解する。(知識・理解)

・簡単な文を言い、相手に理解してもらう。(技能)

・相手の文に対し、正しい動詞の活用で答えることができる。(技能)

・英語に対応しない表現を使えるようにする。(技能)

・スペイン語を含むロマンス語族の表現形式全体の仕組みを理解し、将来の
応用に資することを目指す。(態度・志向性)

・このテキストの２のほうは次年度のIIA（火曜５時間目）とIIB（木曜４時間
目）で取り扱うので、中上級クラスを履修することを目標とする。(態度・志
向性)

・スペイン語検定5級程度、またはDELE（欧州標準参照枠のスペイン公認の
資格）A1かA2程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また新しい知
識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して（30分から60分程
度）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合
のための学習（30分程度） が必要です。スペインやイスパノアメリカについ
ての基礎知識を得るために、「文化と教育：スペインの社会と文化から学ぶ
（前期水曜4時間目）」または「文化と教育：イスパノアメリカの社会と文化
から学ぶ（後期水曜4時間目）」を履修することを勧めます。 プラザ50で
language plaza（ネイティブスピーカー担当）をお昼（12:15～14:15）に開いて
います。自由に参加できる会話を中心とした学習空間です。詳しくは授業や
FUポータルで説明しますが、初心者や過去にスペイン語を学んだものもOKの
自由な場を提供しています。

◎－－－　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。
通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験は
実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。授業中
の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双方）、レポート
などを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、小テスト40％、口
頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートなど）30％とします。
欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的には授業に参加すること
は必要条件なので、その参加が少ないと、それによって生じる点数が減ると
考えて下さい。例：小テストを受けなかった、授業中に答えなかったなど
様々です。就職活動や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それが多
くなると参加によって生じる点数が少なくなり、単位認定には不利になりま
す。なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての退室が見つかった場
合は厳しく対処します。
1.　各課の会話文の読み。
2.　各課の末尾にある練習問題を準備して、正しく理解しているかどうか。
3.　各課の末尾にある聞き取りテストの評価。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における復習の際に自由に会話できる力の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『スペイン語の世界へようこそ　１』
Encuentro con el mundo del español 1
村上陽子、他著、朝日出版
文法と会話（IA・IB）で同じテキストを分担して使います。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
他多数有
白水社の別の西和辞典（高橋編）は、見出し語は多いが使いにくいので薦めませ
ん。
和西辞典：
和西辞典（宮城、コントレラス監修：白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
和西辞典（小学館）
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーション）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの教室への持
ち込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書の購入はそれまで
待っていてください。
（スマートフォンに内蔵した辞書については、目的以外の使用を禁止することで
認めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないの
で、そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスアワーに研
究室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
会話の内容は文法の内容に合わせています。
1.　導入：各担当者よりいろんな話をします
2.　１課：１課の対話文
3.　１課：１課の練習問題と聞き取りテスト
4.　２課：２課の対話文
5.　２課：２課の練習問題と聞き取りテスト
6.　３課：３課の対話文
7.　３課：３課の練習問題と聞き取りテスト
8.　４課：４課の対話文
9.　４課：４課の練習問題と聞き取りテスト
10. ５課：５課の対話文
11. ５課：５課の練習問題と聞き取りテスト
12. ６課：６課の対話文
13. ６課：６課の練習問題と聞き取りテスト
14.  前期の復習（１）
15.  前期の復習（２）
後期
1.　前期の復習
2.　７課：７課の対話文
3.　７課：７課の対話文と練習問題
4.　７課：７課の練習問題と聞き取りテスト
5.　８課：８課の対話文
6.　８課：８課の対話文と練習問題
7.　８課：８課の練習問題と聞き取りテスト
8.　９課：９課の対話文
9.　９課：９課の対話文と練習問題
10.  ９課：９課の練習問題と聞き取りテスト
11.  １０課：１０課の対話文
12  １０課：１０課の対話文と練習問題
13. １０課：１０課の練習問題と聞き取りテスト
14. スペイン語で話そう・いろんな状況で使ってみよう
15. 総復習：スペイン語で自由に話してみよう



2019-SJ00009813-05スペイン語ⅠＢ「JB・TC」

 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：無し　　
 授業時間割：通年：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

フジヨシ　ミヨコ

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1つ、中南米
に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるヒスパ
ニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英語、中国語、ヒンズー語に
続くと言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源とし、イタリ
ア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマンス語と呼ば
れる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492年）以降、スペ
イン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のように多くの中南米の
国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で用いられているの
に、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないことです。本学の外国
人の先生にもスペイン、メキシコ、キューバといった国の方がいますが、お
互いのコミュニケーションに問題はありません。その広大な文化圏のドアを
開けるための第１歩として、今世界で第2外国語として一番学習されているス
ペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていくはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・スペイン語の発音の仕組みを理解する。(知識・理解)

・スペイン語の現在形を中心とした活用の仕組みを理解する。(知識・理解)

・英語と文法の仕組みが異なることを理解する。(知識・理解)

・簡単な文を読んで意味を理解する。(技能)

・動詞の活用をしっかり覚え、応用する。(技能)

・英語にない文法の仕組みを応用する。(技能)

・スペイン語を含むロマンス語族の文法全体の仕組みを理解し、将来の応用
に資することを目指す。(態度・志向性)

・このテキストの２のほうは次年度のIIA（火曜５時間目）とIIB（木曜４時間
目）で取り扱うので、中上級クラスを履修することを目標とする。(態度・志
向性)

・スペイン語検定5級程度、またはDELE（欧州標準参照枠のスペイン公認の
資格）A1かA2程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また新しい知
識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して（30分から60分程
度）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合
のための学習（30分程度） が必要です。スペインやイスパノアメリカについ
ての基礎知識を得るために、「文化と教育：スペインの社会と文化から学ぶ
（前期水曜4時間目）」または「文化と教育：イスパノアメリカの社会と文化
から学ぶ（後期水曜4時間目）」を履修することを勧めます。 プラザ50で
language plaza（ネイティブスピーカー担当）をお昼（12:15～14:15）に開いて
います。自由に参加できる会話を中心とした学習空間です。詳しくは授業や
FUポータルで説明しますが、初心者や過去にスペイン語を学んだものもOKの
自由な場を提供しています。

◎－－－　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。
通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験は
実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。授業中
の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双方）、レポート
などを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、小テスト40％、口
頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートなど）30％とします。
欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的には授業に参加すること
は必要条件なので、その参加が少ないと、それによって生じる点数が減ると
考えて下さい。例：小テストを受けなかった、授業中に答えなかったなど
様々です。就職活動や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それが多
くなると参加によって生じる点数が少なくなり、単位認定には不利になりま
す。なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての退室が見つかった場
合は厳しく対処します。
1.　授業内容を理解できているかをチェックするための小テスト。
2.　動詞の活用を中心とした小テストを随時。
3.　テキストの文型と同じ文を書かせる小テスト。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における復習の際の自由作文の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『スペイン語の世界へようこそ　１』
Encuentro con el mundo del español 1
村上陽子、他著、朝日出版
文法と会話（IA・IB）で同じテキストを分担して使います。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
他多数有
白水社の別の西和辞典（高橋編）は、見出し語は多いが使いにくいので薦めませ
ん。
和西辞典：
和西辞典（宮城、コントレラス監修：白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
和西辞典（小学館）
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーション）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの教室への持
ち込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書の購入はそれまで
待っていてください。
（スマートフォンに内蔵した辞書については、目的以外の使用を禁止することで
認めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないの
で、そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスアワーに研
究室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期（文法）：授業計画以外にも課題を課す場合があります。
1.　導入：各担当者よりいろんな話をします
2.　１課：アルファベトと発音
3.　１課：同上、および確認テスト
4.　２課：ser動詞と文の作り方
5.　２課：同上、および確認テスト
6.　３課：ser動詞と形容詞の性数変化など
7.　３課：同上、および確認テスト
8.　４課：数詞、日付、曜日、所有語など
9.　４課：同上、および確認テスト
10. ５課：形容詞の性数変化
11. ５課：serと形容詞で文を作ってみる
12. ６課：hayとestarの用法、と確認テスト
13. ６課：serとestarの違い、と確認テスト
14.  前期のまとめ（復習）
15.  前期のまとめ（復習）

後期
1.　前期の復習

2.    ７課：規則動詞の活用（１）
3.  7課：規則動詞の活用と文の作り方（１）
4.　7課：規則動詞の活用と文の作り方（２）
5.　８課：不規則動詞の活用（１）、活用確認テスト
6.　８課：同上
7.　８課：目的格の代名詞など
8.　９課：不規則動詞の活用（２）、活用確認テスト
9.　９課：不定詞の用法
10. ９課：９課の復習
11. １０課：不規則動詞の活用（３）、活用確認テスト
12. １０課：名詞節
13. １０課：１０課の復習
14. スペイン語の世界・スペイン語圏の易しい読み物
15. 総復習：スペイン語で書いてみよう



2019-SJ00009813-06スペイン語ⅠＢ「TL」

 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：無し　　
 授業時間割：通年：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

辻　博子

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1つ、中南米
に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるヒスパ
ニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英語、中国語、ヒンズー語に
続くと言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源とし、イタリ
ア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマンス語と呼ば
れる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492年）以降、スペ
イン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のように多くの中南米の
国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で用いられているの
に、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないことです。本学の外国
人の先生にもスペイン、メキシコ、キューバといった国の方がいますが、お
互いのコミュニケーションに問題はありません。その広大な文化圏のドアを
開けるための第１歩として、今世界で第2外国語として一番学習されているス
ペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていくはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・スペイン語の発音の仕組みを理解して、読める。(知識・理解)

・スペイン語の現在形を中心とした会話文を使える。(知識・理解)

・英語と異なる表現の仕組みを理解する。(知識・理解)

・簡単な文を言い、相手に理解してもらう。(技能)

・相手の文に対し、正しい動詞の活用で答えることができる。(技能)

・英語に対応しない表現を使えるようにする。(技能)

・スペイン語を含むロマンス語族の表現形式全体の仕組みを理解し、将来の
応用に資することを目指す。(態度・志向性)

・このテキストの２のほうは次年度のIIA（火曜５時間目）とIIB（木曜４時間
目）で取り扱うので、中上級クラスを履修することを目標とする。(態度・志
向性)

・スペイン語検定5級程度、またはDELE（欧州標準参照枠のスペイン公認の
資格）A1かA2程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また新しい知
識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して（30分から60分程
度）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合
のための学習（30分程度） が必要です。スペインやイスパノアメリカについ
ての基礎知識を得るために、「文化と教育：スペインの社会と文化から学ぶ
（前期水曜4時間目）」または「文化と教育：イスパノアメリカの社会と文化
から学ぶ（後期水曜4時間目）」を履修することを勧めます。 プラザ50で
language plaza（ネイティブスピーカー担当）をお昼（12:15～14:15）に開いて
います。自由に参加できる会話を中心とした学習空間です。詳しくは授業や
FUポータルで説明しますが、初心者や過去にスペイン語を学んだものもOKの
自由な場を提供しています。

◎－－－　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。
通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験は
実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。授業中
の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双方）、レポート
などを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、小テスト40％、口
頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートなど）30％とします。
欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的には授業に参加すること
は必要条件なので、その参加が少ないと、それによって生じる点数が減ると
考えて下さい。例：小テストを受けなかった、授業中に答えなかったなど
様々です。就職活動や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それが多
くなると参加によって生じる点数が少なくなり、単位認定には不利になりま
す。なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての退室が見つかった場
合は厳しく対処します。
1.　各課の会話文の読み。
2.　各課の末尾にある練習問題を準備して、正しく理解しているかどうか。
3.　各課の末尾にある聞き取りテストの評価。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における復習の際に自由に会話できる力の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『スペイン語の世界へようこそ　１』
Encuentro con el mundo del español 1
村上陽子、他著、朝日出版
文法と会話（IA・IB）で同じテキストを分担して使います。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
他多数有
白水社の別の西和辞典（高橋編）は、見出し語は多いが使いにくいので薦めませ
ん。
和西辞典：
和西辞典（宮城、コントレラス監修：白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
和西辞典（小学館）
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーション）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの教室への持
ち込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書の購入はそれまで
待っていてください。
（スマートフォンに内蔵した辞書については、目的以外の使用を禁止することで
認めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないの
で、そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスアワーに研
究室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
会話の内容は文法の内容に合わせています。
1.　導入：各担当者よりいろんな話をします
2.　１課：１課の対話文
3.　１課：１課の練習問題と聞き取りテスト
4.　２課：２課の対話文
5.　２課：２課の練習問題と聞き取りテスト
6.　３課：３課の対話文
7.　３課：３課の練習問題と聞き取りテスト
8.　４課：４課の対話文
9.　４課：４課の練習問題と聞き取りテスト
10. ５課：５課の対話文
11. ５課：５課の練習問題と聞き取りテスト
12. ６課：６課の対話文
13. ６課：６課の練習問題と聞き取りテスト
14.  前期の復習（１）
15.  前期の復習（２）
後期
1.　前期の復習
2.　７課：７課の対話文
3.　７課：７課の対話文と練習問題
4.　７課：７課の練習問題と聞き取りテスト
5.　８課：８課の対話文
6.　８課：８課の対話文と練習問題
7.　８課：８課の練習問題と聞き取りテスト
8.　９課：９課の対話文
9.　９課：９課の対話文と練習問題
10.  ９課：９課の練習問題と聞き取りテスト
11.  １０課：１０課の対話文
12  １０課：１０課の対話文と練習問題
13. １０課：１０課の練習問題と聞き取りテスト
14. スペイン語で話そう・いろんな状況で使ってみよう
15. 総復習：スペイン語で自由に話してみよう



2019-SJ00009813-07スペイン語ⅠＢ「TE」

 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：無し　　
 授業時間割：通年：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

岡住　正秀

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1つ、中南米
に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるヒスパ
ニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英語、中国語、ヒンズー語に
続くと言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源とし、イタリ
ア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマンス語と呼ば
れる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492年）以降、スペ
イン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のように多くの中南米の
国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で用いられているの
に、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないことです。本学の外国
人の先生にもスペイン、メキシコ、キューバといった国の方がいますが、お
互いのコミュニケーションに問題はありません。その広大な文化圏のドアを
開けるための第１歩として、今世界で第2外国語として一番学習されているス
ペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていくはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・スペイン語の発音の仕組みを理解する。(知識・理解)

・スペイン語の現在形を中心とした活用の仕組みを理解する。(知識・理解)

・英語と文法の仕組みが異なることを理解する。(知識・理解)

・簡単な文を読んで意味を理解する。(技能)

・動詞の活用をしっかり覚え、応用する。(技能)

・英語にない文法の仕組みを応用する。(技能)

・スペイン語を含むロマンス語族の文法全体の仕組みを理解し、将来の応用
に資することを目指す。(態度・志向性)

・このテキストの２のほうは次年度のIIA（火曜５時間目）とIIB（木曜４時間
目）で取り扱うので、中上級クラスを履修することを目標とする。(態度・志
向性)

・スペイン語検定5級程度、またはDELE（欧州標準参照枠のスペイン公認の
資格）A1かA2程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また新しい知
識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して（30分から60分程
度）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合
のための学習（30分程度） が必要です。スペインやイスパノアメリカについ
ての基礎知識を得るために、「文化と教育：スペインの社会と文化から学ぶ
（前期水曜4時間目）」または「文化と教育：イスパノアメリカの社会と文化
から学ぶ（後期水曜4時間目）」を履修することを勧めます。 プラザ50で
language plaza（ネイティブスピーカー担当）をお昼（12:15～14:15）に開いて
います。自由に参加できる会話を中心とした学習空間です。詳しくは授業や
FUポータルで説明しますが、初心者や過去にスペイン語を学んだものもOKの
自由な場を提供しています。

◎－－－　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。
通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験は
実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。授業中
の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双方）、レポート
などを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、小テスト40％、口
頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートなど）30％とします。
欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的には授業に参加すること
は必要条件なので、その参加が少ないと、それによって生じる点数が減ると
考えて下さい。例：小テストを受けなかった、授業中に答えなかったなど
様々です。就職活動や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それが多
くなると参加によって生じる点数が少なくなり、単位認定には不利になりま
す。なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての退室が見つかった場
合は厳しく対処します。
1.　授業内容を理解できているかをチェックするための小テスト。
2.　動詞の活用を中心とした小テストを随時。
3.　テキストの文型と同じ文を書かせる小テスト。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における復習の際の自由作文の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『スペイン語の世界へようこそ　１』
Encuentro con el mundo del español 1
村上陽子、他著、朝日出版
文法と会話（IA・IB）で同じテキストを分担して使います。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
他多数有
白水社の別の西和辞典（高橋編）は、見出し語は多いが使いにくいので薦めませ
ん。
和西辞典：
和西辞典（宮城、コントレラス監修：白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
和西辞典（小学館）
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーション）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの教室への持
ち込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書の購入はそれまで
待っていてください。
（スマートフォンに内蔵した辞書については、目的以外の使用を禁止することで
認めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないの
で、そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスアワーに研
究室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期（文法）：授業計画以外にも課題を課す場合があります。
1.　導入：各担当者よりいろんな話をします
2.　１課：アルファベトと発音
3.　１課：同上、および確認テスト
4.　２課：ser動詞と文の作り方
5.　２課：同上、および確認テスト
6.　３課：ser動詞と形容詞の性数変化など
7.　３課：同上、および確認テスト
8.　４課：数詞、日付、曜日、所有語など
9.　４課：同上、および確認テスト
10. ５課：形容詞の性数変化
11. ５課：serと形容詞で文を作ってみる
12. ６課：hayとestarの用法、と確認テスト
13. ６課：serとestarの違い、と確認テスト
14.  前期のまとめ（復習）
15.  前期のまとめ（復習）

後期
1.　前期の復習

2.    ７課：規則動詞の活用（１）
3.  7課：規則動詞の活用と文の作り方（１）
4.　7課：規則動詞の活用と文の作り方（２）
5.　８課：不規則動詞の活用（１）、活用確認テスト
6.　８課：同上
7.　８課：目的格の代名詞など
8.　９課：不規則動詞の活用（２）、活用確認テスト
9.　９課：不定詞の用法
10. ９課：９課の復習
11. １０課：不規則動詞の活用（３）、活用確認テスト
12. １０課：名詞節
13. １０課：１０課の復習
14. スペイン語の世界・スペイン語圏の易しい読み物
15. 総復習：スペイン語で書いてみよう



2019-SJ00009813-08スペイン語ⅠＢ「E全・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：無し　　
 授業時間割：通年：木・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

フジヨシ　ミヨコ

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1つ、中南米
に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるヒスパ
ニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英語、中国語、ヒンズー語に
続くと言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源とし、イタリ
ア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマンス語と呼ば
れる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492年）以降、スペ
イン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のように多くの中南米の
国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で用いられているの
に、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないことです。本学の外国
人の先生にもスペイン、メキシコ、キューバといった国の方がいますが、お
互いのコミュニケーションに問題はありません。その広大な文化圏のドアを
開けるための第１歩として、今世界で第2外国語として一番学習されているス
ペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていくはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・スペイン語の発音の仕組みを理解する。(知識・理解)

・スペイン語の現在形を中心とした活用の仕組みを理解する。(知識・理解)

・英語と文法の仕組みが異なることを理解する。(知識・理解)

・簡単な文を読んで意味を理解する。(技能)

・動詞の活用をしっかり覚え、応用する。(技能)

・英語にない文法の仕組みを応用する。(技能)

・スペイン語を含むロマンス語族の文法全体の仕組みを理解し、将来の応用
に資することを目指す。(態度・志向性)

・このテキストの２のほうは次年度のIIA（火曜５時間目）とIIB（木曜４時間
目）で取り扱うので、中上級クラスを履修することを目標とする。(態度・志
向性)

・スペイン語検定5級程度、またはDELE（欧州標準参照枠のスペイン公認の
資格）A1かA2程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また新しい知
識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して（30分から60分程
度）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合
のための学習（30分程度） が必要です。スペインやイスパノアメリカについ
ての基礎知識を得るために、「文化と教育：スペインの社会と文化から学ぶ
（前期水曜4時間目）」または「文化と教育：イスパノアメリカの社会と文化
から学ぶ（後期水曜4時間目）」を履修することを勧めます。 プラザ50で
language plaza（ネイティブスピーカー担当）をお昼（12:15～14:15）に開いて
います。自由に参加できる会話を中心とした学習空間です。詳しくは授業や
FUポータルで説明しますが、初心者や過去にスペイン語を学んだものもOKの
自由な場を提供しています。

◎－－－　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。
通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験は
実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。授業中
の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双方）、レポート
などを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、小テスト40％、口
頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートなど）30％とします。
欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的には授業に参加すること
は必要条件なので、その参加が少ないと、それによって生じる点数が減ると
考えて下さい。例：小テストを受けなかった、授業中に答えなかったなど
様々です。就職活動や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それが多
くなると参加によって生じる点数が少なくなり、単位認定には不利になりま
す。なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての退室が見つかった場
合は厳しく対処します。
1.　授業内容を理解できているかをチェックするための小テスト。
2.　動詞の活用を中心とした小テストを随時。
3.　テキストの文型と同じ文を書かせる小テスト。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における復習の際の自由作文の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『スペイン語の世界へようこそ　１』
Encuentro con el mundo del español 1
村上陽子、他著、朝日出版
文法と会話（IA・IB）で同じテキストを分担して使います。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
他多数有
白水社の別の西和辞典（高橋編）は、見出し語は多いが使いにくいので薦めませ
ん。
和西辞典：
和西辞典（宮城、コントレラス監修：白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
和西辞典（小学館）
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーション）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの教室への持
ち込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書の購入はそれまで
待っていてください。
（スマートフォンに内蔵した辞書については、目的以外の使用を禁止することで
認めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないの
で、そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスアワーに研
究室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期（文法）：授業計画以外にも課題を課す場合があります。
1.　導入：各担当者よりいろんな話をします
2.　１課：アルファベトと発音
3.　１課：同上、および確認テスト
4.　２課：ser動詞と文の作り方
5.　２課：同上、および確認テスト
6.　３課：ser動詞と形容詞の性数変化など
7.　３課：同上、および確認テスト
8.　４課：数詞、日付、曜日、所有語など
9.　４課：同上、および確認テスト
10. ５課：形容詞の性数変化
11. ５課：serと形容詞で文を作ってみる
12. ６課：hayとestarの用法、と確認テスト
13. ６課：serとestarの違い、と確認テスト
14.  前期のまとめ（復習）
15.  前期のまとめ（復習）

後期
1.　前期の復習

2.    ７課：規則動詞の活用（１）
3.  7課：規則動詞の活用と文の作り方（１）
4.　7課：規則動詞の活用と文の作り方（２）
5.　８課：不規則動詞の活用（１）、活用確認テスト
6.　８課：同上
7.　８課：目的格の代名詞など
8.　９課：不規則動詞の活用（２）、活用確認テスト
9.　９課：不定詞の用法
10. ９課：９課の復習
11. １０課：不規則動詞の活用（３）、活用確認テスト
12. １０課：名詞節
13. １０課：１０課の復習
14. スペイン語の世界・スペイン語圏の易しい読み物
15. 総復習：スペイン語で書いてみよう



2019-SJ00009813-12スペイン語ⅠＢ「CC」

 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：無し　　
 授業時間割：通年：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ディアス　フローレス，イシドロ

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1つ、中南米
に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるヒスパ
ニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英語、中国語、ヒンズー語に
続くと言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源とし、イタリ
ア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマンス語と呼ば
れる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492年）以降、スペ
イン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のように多くの中南米の
国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で用いられているの
に、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないことです。本学の外国
人の先生にもスペイン、メキシコ、キューバといった国の方がいますが、お
互いのコミュニケーションに問題はありません。その広大な文化圏のドアを
開けるための第１歩として、今世界で第2外国語として一番学習されているス
ペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていくはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・スペイン語の発音の仕組みを理解して、読める。(知識・理解)

・スペイン語の現在形を中心とした会話文を使える。(知識・理解)

・英語と異なる表現の仕組みを理解する。(知識・理解)

・簡単な文を言い、相手に理解してもらう。(技能)

・相手の文に対し、正しい動詞の活用で答えることができる。(技能)

・英語に対応しない表現を使えるようにする。(技能)

・スペイン語を含むロマンス語族の表現形式全体の仕組みを理解し、将来の
応用に資することを目指す。(態度・志向性)

・このテキストの２のほうは次年度のIIA（火曜５時間目）とIIB（木曜４時間
目）で取り扱うので、中上級クラスを履修することを目標とする。(態度・志
向性)

・スペイン語検定5級程度、またはDELE（欧州標準参照枠のスペイン公認の
資格）A1かA2程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また新しい知
識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して（30分から60分程
度）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合
のための学習（30分程度） が必要です。スペインやイスパノアメリカについ
ての基礎知識を得るために、「文化と教育：スペインの社会と文化から学ぶ
（前期水曜4時間目）」または「文化と教育：イスパノアメリカの社会と文化
から学ぶ（後期水曜4時間目）」を履修することを勧めます。 プラザ50で
language plaza（ネイティブスピーカー担当）をお昼（12:15～14:15）に開いて
います。自由に参加できる会話を中心とした学習空間です。詳しくは授業や
FUポータルで説明しますが、初心者や過去にスペイン語を学んだものもOKの
自由な場を提供しています。

◎－－－　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。
通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験は
実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。授業中
の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双方）、レポート
などを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、小テスト40％、口
頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートなど）30％とします。
欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的には授業に参加すること
は必要条件なので、その参加が少ないと、それによって生じる点数が減ると
考えて下さい。例：小テストを受けなかった、授業中に答えなかったなど
様々です。就職活動や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それが多
くなると参加によって生じる点数が少なくなり、単位認定には不利になりま
す。なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての退室が見つかった場
合は厳しく対処します。
1.　各課の会話文の読み。
2.　各課の末尾にある練習問題を準備して、正しく理解しているかどうか。
3.　各課の末尾にある聞き取りテストの評価。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における復習の際に自由に会話できる力の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『スペイン語の世界へようこそ　１』
Encuentro con el mundo del español 1
村上陽子、他著、朝日出版
文法と会話（IA・IB）で同じテキストを分担して使います。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
他多数有
白水社の別の西和辞典（高橋編）は、見出し語は多いが使いにくいので薦めませ
ん。
和西辞典：
和西辞典（宮城、コントレラス監修：白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
和西辞典（小学館）
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーション）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの教室への持
ち込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書の購入はそれまで
待っていてください。
（スマートフォンに内蔵した辞書については、目的以外の使用を禁止することで
認めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないの
で、そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスアワーに研
究室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
会話の内容は文法の内容に合わせています。
1.　導入：各担当者よりいろんな話をします
2.　１課：１課の対話文
3.　１課：１課の練習問題と聞き取りテスト
4.　２課：２課の対話文
5.　２課：２課の練習問題と聞き取りテスト
6.　３課：３課の対話文
7.　３課：３課の練習問題と聞き取りテスト
8.　４課：４課の対話文
9.　４課：４課の練習問題と聞き取りテスト
10. ５課：５課の対話文
11. ５課：５課の練習問題と聞き取りテスト
12. ６課：６課の対話文
13. ６課：６課の練習問題と聞き取りテスト
14.  前期の復習（１）
15.  前期の復習（２）
後期
1.　前期の復習
2.　７課：７課の対話文
3.　７課：７課の対話文と練習問題
4.　７課：７課の練習問題と聞き取りテスト
5.　８課：８課の対話文
6.　８課：８課の対話文と練習問題
7.　８課：８課の練習問題と聞き取りテスト
8.　９課：９課の対話文
9.　９課：９課の対話文と練習問題
10.  ９課：９課の練習問題と聞き取りテスト
11.  １０課：１０課の対話文
12  １０課：１０課の対話文と練習問題
13. １０課：１０課の練習問題と聞き取りテスト
14. スペイン語で話そう・いろんな状況で使ってみよう
15. 総復習：スペイン語で自由に話してみよう



2019-SJ00009813-09スペイン語ⅠＢ「S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：無し　　
 授業時間割：通年：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

野村　明衣

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1つ、中南米
に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるヒスパ
ニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英語、中国語、ヒンズー語に
続くと言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源とし、イタリ
ア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマンス語と呼ば
れる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492年）以降、スペ
イン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のように多くの中南米の
国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で用いられているの
に、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないことです。本学の外国
人の先生にもスペイン、メキシコ、キューバといった国の方がいますが、お
互いのコミュニケーションに問題はありません。その広大な文化圏のドアを
開けるための第１歩として、今世界で第2外国語として一番学習されているス
ペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていくはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・スペイン語の発音の仕組みを理解して、読める。(知識・理解)

・スペイン語の現在形を中心とした会話文を使える。(知識・理解)

・英語と異なる表現の仕組みを理解する。(知識・理解)

・簡単な文を言い、相手に理解してもらう。(技能)

・相手の文に対し、正しい動詞の活用で答えることができる。(技能)

・英語に対応しない表現を使えるようにする。(技能)

・スペイン語を含むロマンス語族の表現形式全体の仕組みを理解し、将来の
応用に資することを目指す。(態度・志向性)

・このテキストの２のほうは次年度のIIA（火曜５時間目）とIIB（木曜４時間
目）で取り扱うので、中上級クラスを履修することを目標とする。(態度・志
向性)

・スペイン語検定5級程度、またはDELE（欧州標準参照枠のスペイン公認の
資格）A1かA2程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また新しい知
識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して（30分から60分程
度）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合
のための学習（30分程度） が必要です。スペインやイスパノアメリカについ
ての基礎知識を得るために、「文化と教育：スペインの社会と文化から学ぶ
（前期水曜4時間目）」または「文化と教育：イスパノアメリカの社会と文化
から学ぶ（後期水曜4時間目）」を履修することを勧めます。 プラザ50で
language plaza（ネイティブスピーカー担当）をお昼（12:15～14:15）に開いて
います。自由に参加できる会話を中心とした学習空間です。詳しくは授業や
FUポータルで説明しますが、初心者や過去にスペイン語を学んだものもOKの
自由な場を提供しています。

◎－－－　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。
通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験は
実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。授業中
の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双方）、レポート
などを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、小テスト40％、口
頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートなど）30％とします。
欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的には授業に参加すること
は必要条件なので、その参加が少ないと、それによって生じる点数が減ると
考えて下さい。例：小テストを受けなかった、授業中に答えなかったなど
様々です。就職活動や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それが多
くなると参加によって生じる点数が少なくなり、単位認定には不利になりま
す。なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての退室が見つかった場
合は厳しく対処します。
1.　各課の会話文の読み。
2.　各課の末尾にある練習問題を準備して、正しく理解しているかどうか。
3.　各課の末尾にある聞き取りテストの評価。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における復習の際に自由に会話できる力の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『スペイン語の世界へようこそ　１』
Encuentro con el mundo del español 1
村上陽子、他著、朝日出版
文法と会話（IA・IB）で同じテキストを分担して使います。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
他多数有
白水社の別の西和辞典（高橋編）は、見出し語は多いが使いにくいので薦めませ
ん。
和西辞典：
和西辞典（宮城、コントレラス監修：白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
和西辞典（小学館）
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーション）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの教室への持
ち込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書の購入はそれまで
待っていてください。
（スマートフォンに内蔵した辞書については、目的以外の使用を禁止することで
認めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないの
で、そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスアワーに研
究室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
会話の内容は文法の内容に合わせています。
1.　導入：各担当者よりいろんな話をします
2.　１課：１課の対話文
3.　１課：１課の練習問題と聞き取りテスト
4.　２課：２課の対話文
5.　２課：２課の練習問題と聞き取りテスト
6.　３課：３課の対話文
7.　３課：３課の練習問題と聞き取りテスト
8.　４課：４課の対話文
9.　４課：４課の練習問題と聞き取りテスト
10. ５課：５課の対話文
11. ５課：５課の練習問題と聞き取りテスト
12. ６課：６課の対話文
13. ６課：６課の練習問題と聞き取りテスト
14.  前期の復習（１）
15.  前期の復習（２）
後期
1.　前期の復習
2.　７課：７課の対話文
3.　７課：７課の対話文と練習問題
4.　７課：７課の練習問題と聞き取りテスト
5.　８課：８課の対話文
6.　８課：８課の対話文と練習問題
7.　８課：８課の練習問題と聞き取りテスト
8.　９課：９課の対話文
9.　９課：９課の対話文と練習問題
10.  ９課：９課の練習問題と聞き取りテスト
11.  １０課：１０課の対話文
12  １０課：１０課の対話文と練習問題
13. １０課：１０課の練習問題と聞き取りテスト
14. スペイン語で話そう・いろんな状況で使ってみよう
15. 総復習：スペイン語で自由に話してみよう



2019-SJ00009813-10スペイン語ⅠＢ「CB・TA」

 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：無し　　
 授業時間割：通年：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

辻　博子

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1つ、中南米
に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるヒスパ
ニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英語、中国語、ヒンズー語に
続くと言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源とし、イタリ
ア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマンス語と呼ば
れる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492年）以降、スペ
イン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のように多くの中南米の
国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で用いられているの
に、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないことです。本学の外国
人の先生にもスペイン、メキシコ、キューバといった国の方がいますが、お
互いのコミュニケーションに問題はありません。その広大な文化圏のドアを
開けるための第１歩として、今世界で第2外国語として一番学習されているス
ペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていくはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・スペイン語の発音の仕組みを理解して、読める。(知識・理解)

・スペイン語の現在形を中心とした会話文を使える。(知識・理解)

・英語と異なる表現の仕組みを理解する。(知識・理解)

・簡単な文を言い、相手に理解してもらう。(技能)

・相手の文に対し、正しい動詞の活用で答えることができる。(技能)

・英語に対応しない表現を使えるようにする。(技能)

・スペイン語を含むロマンス語族の表現形式全体の仕組みを理解し、将来の
応用に資することを目指す。(態度・志向性)

・このテキストの２のほうは次年度のIIA（火曜５時間目）とIIB（木曜４時間
目）で取り扱うので、中上級クラスを履修することを目標とする。(態度・志
向性)

・スペイン語検定5級程度、またはDELE（欧州標準参照枠のスペイン公認の
資格）A1かA2程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また新しい知
識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して（30分から60分程
度）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合
のための学習（30分程度） が必要です。スペインやイスパノアメリカについ
ての基礎知識を得るために、「文化と教育：スペインの社会と文化から学ぶ
（前期水曜4時間目）」または「文化と教育：イスパノアメリカの社会と文化
から学ぶ（後期水曜4時間目）」を履修することを勧めます。 プラザ50で
language plaza（ネイティブスピーカー担当）をお昼（12:15～14:15）に開いて
います。自由に参加できる会話を中心とした学習空間です。詳しくは授業や
FUポータルで説明しますが、初心者や過去にスペイン語を学んだものもOKの
自由な場を提供しています。

◎－－－　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。
通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験は
実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。授業中
の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双方）、レポート
などを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、小テスト40％、口
頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートなど）30％とします。
欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的には授業に参加すること
は必要条件なので、その参加が少ないと、それによって生じる点数が減ると
考えて下さい。例：小テストを受けなかった、授業中に答えなかったなど
様々です。就職活動や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それが多
くなると参加によって生じる点数が少なくなり、単位認定には不利になりま
す。なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての退室が見つかった場
合は厳しく対処します。
1.　各課の会話文の読み。
2.　各課の末尾にある練習問題を準備して、正しく理解しているかどうか。
3.　各課の末尾にある聞き取りテストの評価。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における復習の際に自由に会話できる力の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『スペイン語の世界へようこそ　１』
Encuentro con el mundo del español 1
村上陽子、他著、朝日出版
文法と会話（IA・IB）で同じテキストを分担して使います。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
他多数有
白水社の別の西和辞典（高橋編）は、見出し語は多いが使いにくいので薦めませ
ん。
和西辞典：
和西辞典（宮城、コントレラス監修：白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
和西辞典（小学館）
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーション）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの教室への持
ち込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書の購入はそれまで
待っていてください。
（スマートフォンに内蔵した辞書については、目的以外の使用を禁止することで
認めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないの
で、そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスアワーに研
究室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
会話の内容は文法の内容に合わせています。
1.　導入：各担当者よりいろんな話をします
2.　１課：１課の対話文
3.　１課：１課の練習問題と聞き取りテスト
4.　２課：２課の対話文
5.　２課：２課の練習問題と聞き取りテスト
6.　３課：３課の対話文
7.　３課：３課の練習問題と聞き取りテスト
8.　４課：４課の対話文
9.　４課：４課の練習問題と聞き取りテスト
10. ５課：５課の対話文
11. ５課：５課の練習問題と聞き取りテスト
12. ６課：６課の対話文
13. ６課：６課の練習問題と聞き取りテスト
14.  前期の復習（１）
15.  前期の復習（２）
後期
1.　前期の復習
2.　７課：７課の対話文
3.　７課：７課の対話文と練習問題
4.　７課：７課の練習問題と聞き取りテスト
5.　８課：８課の対話文
6.　８課：８課の対話文と練習問題
7.　８課：８課の練習問題と聞き取りテスト
8.　９課：９課の対話文
9.　９課：９課の対話文と練習問題
10.  ９課：９課の練習問題と聞き取りテスト
11.  １０課：１０課の対話文
12  １０課：１０課の対話文と練習問題
13. １０課：１０課の練習問題と聞き取りテスト
14. スペイン語で話そう・いろんな状況で使ってみよう
15. 総復習：スペイン語で自由に話してみよう



2019-SJ00009813-11スペイン語ⅠＢ「CF・TK」

 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：無し　　
 授業時間割：通年：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

野村　明衣

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1つ、中南米
に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるヒスパ
ニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英語、中国語、ヒンズー語に
続くと言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源とし、イタリ
ア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマンス語と呼ば
れる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492年）以降、スペ
イン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のように多くの中南米の
国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で用いられているの
に、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないことです。本学の外国
人の先生にもスペイン、メキシコ、キューバといった国の方がいますが、お
互いのコミュニケーションに問題はありません。その広大な文化圏のドアを
開けるための第１歩として、今世界で第2外国語として一番学習されているス
ペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていくはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・スペイン語の発音の仕組みを理解する。(知識・理解)

・スペイン語の現在形を中心とした活用の仕組みを理解する。(知識・理解)

・英語と文法の仕組みが異なることを理解する。(知識・理解)

・簡単な文を読んで意味を理解する。(技能)

・動詞の活用をしっかり覚え、応用する。(技能)

・英語にない文法の仕組みを応用する。(技能)

・スペイン語を含むロマンス語族の文法全体の仕組みを理解し、将来の応用
に資することを目指す。(態度・志向性)

・このテキストの２のほうは次年度のIIA（火曜５時間目）とIIB（木曜４時間
目）で取り扱うので、中上級クラスを履修することを目標とする。(態度・志
向性)

・スペイン語検定5級程度、またはDELE（欧州標準参照枠のスペイン公認の
資格）A1かA2程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また新しい知
識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して（30分から60分程
度）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合
のための学習（30分程度） が必要です。スペインやイスパノアメリカについ
ての基礎知識を得るために、「文化と教育：スペインの社会と文化から学ぶ
（前期水曜4時間目）」または「文化と教育：イスパノアメリカの社会と文化
から学ぶ（後期水曜4時間目）」を履修することを勧めます。 プラザ50で
language plaza（ネイティブスピーカー担当）をお昼（12:15～14:15）に開いて
います。自由に参加できる会話を中心とした学習空間です。詳しくは授業や
FUポータルで説明しますが、初心者や過去にスペイン語を学んだものもOKの
自由な場を提供しています。

◎－－－　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。
通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験は
実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。授業中
の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双方）、レポート
などを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、小テスト40％、口
頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートなど）30％とします。
欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的には授業に参加すること
は必要条件なので、その参加が少ないと、それによって生じる点数が減ると
考えて下さい。例：小テストを受けなかった、授業中に答えなかったなど
様々です。就職活動や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それが多
くなると参加によって生じる点数が少なくなり、単位認定には不利になりま
す。なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての退室が見つかった場
合は厳しく対処します。
1.　授業内容を理解できているかをチェックするための小テスト。
2.　動詞の活用を中心とした小テストを随時。
3.　テキストの文型と同じ文を書かせる小テスト。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における復習の際の自由作文の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『スペイン語の世界へようこそ　１』
Encuentro con el mundo del español 1
村上陽子、他著、朝日出版
文法と会話（IA・IB）で同じテキストを分担して使います。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
他多数有
白水社の別の西和辞典（高橋編）は、見出し語は多いが使いにくいので薦めませ
ん。
和西辞典：
和西辞典（宮城、コントレラス監修：白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
和西辞典（小学館）
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーション）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの教室への持
ち込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書の購入はそれまで
待っていてください。
（スマートフォンに内蔵した辞書については、目的以外の使用を禁止することで
認めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないの
で、そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスアワーに研
究室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期（文法）：授業計画以外にも課題を課す場合があります。
1.　導入：各担当者よりいろんな話をします
2.　１課：アルファベトと発音
3.　１課：同上、および確認テスト
4.　２課：ser動詞と文の作り方
5.　２課：同上、および確認テスト
6.　３課：ser動詞と形容詞の性数変化など
7.　３課：同上、および確認テスト
8.　４課：数詞、日付、曜日、所有語など
9.　４課：同上、および確認テスト
10. ５課：形容詞の性数変化
11. ５課：serと形容詞で文を作ってみる
12. ６課：hayとestarの用法、と確認テスト
13. ６課：serとestarの違い、と確認テスト
14.  前期のまとめ（復習）
15.  前期のまとめ（復習）

後期
1.　前期の復習

2.    ７課：規則動詞の活用（１）
3.  7課：規則動詞の活用と文の作り方（１）
4.　7課：規則動詞の活用と文の作り方（２）
5.　８課：不規則動詞の活用（１）、活用確認テスト
6.　８課：同上
7.　８課：目的格の代名詞など
8.　９課：不規則動詞の活用（２）、活用確認テスト
9.　９課：不定詞の用法
10. ９課：９課の復習
11. １０課：不規則動詞の活用（３）、活用確認テスト
12. １０課：名詞節
13. １０課：１０課の復習
14. スペイン語の世界・スペイン語圏の易しい読み物
15. 総復習：スペイン語で書いてみよう



2019-SJ00009822-01スペイン語ⅡＡ「LC・LE・LF・LA」

 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：無し　　
 授業時間割：通年：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

青木　文夫

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ、アフリカに1
つ、中南米に19（含む1自治領）あり、その話者の数は、アメリカ合
衆国にいるヒスパニックの人たちも含めると4億をはるかに超え、英
語、中国語、ヒンズー語に続くと言われています。ラテン語（ロー
マ帝国の言語）を起源とし、イタリア語、ポルトガル語、フランス
語、ルーマニア語とともにロマンス語と呼ばれる仲間に属します。
コロンブスのアメリカ大陸発見（1492年）以降、スペイン語は中南
米の植民地の言語になったので、現在のように多くの中南米の国で
使われています。その特徴は、これだけ広い地域で用いられている
のに、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないことです。
本学の外国人の先生にもスペイン、メキシコ、キューバといった国
の方がいますが、お互いのコミュニケーションに問題はありませ
ん。その広大な文化圏のドアを開けるための第１歩として、今世界
で第2外国語として一番学習されているスペイン語の中級文法を学び
ましょう。未知の世界が広がっていくはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スペイン語の中級以上の文法の仕組みを理解する(知識・理解)

ある程度の長さの文を滑らかに読めるようにする(技能)

スペイン語検定４級程度、またはDELE（欧州標準参照枠のスペイン
公認の資格）B1程度を目指す(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。また
新しい知識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復習して
（30分から60分程度）おきましょう。さらに教室で課題（宿題や小
テストの準備）が出た場合のための学習（30分程度） が必要です。
　スペインやイスパノアメリカについての基礎知識を得るために、
「文化と教育：スペインの社会と文化から学ぶ（前期水曜4時間
目）」または「文化と教育：イスパノアメリカの社会と文化から学
ぶ（後期水曜4時間目）」を履修することを勧めます。
　プラザ50でlanguage plaza（ネイティブスピーカー担当）をお昼
（12:15～14:15）に開いています。自由に参加できる会話を中心とし
た学習空間です。詳しくは授業やFUポータルで説明しますが、初心
者や過去にスペイン語を学んだものもOKの自由な場を提供していま
す。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

通年科目です。この科目は前期、後期の定期試験は実施しません。
そのため、再試験は実施しないので、授業活動に積極的に参加する
ことが求められます。
　授業中の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出
双方）、レポートなどを考慮して総合的に単位を認定します。その
比率は、小テスト30％、口頭での答え30％、その他（授業態度、作
文、レポートなど）40％とします。欠席が多い場合その部分が不利
になります。具体的には授業に参加することは必要条件なので、そ
の参加が少ないと、それによって生じる点数が減ると考えて下さ
い。例：小テストを受けなかった、授業中に答えなかったなど様々
です。就職活動や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それ
が多くなると参加によって生じる点数が少なくなり、単位認定には
不利になります。なお、出席管理において代返や出席のみ登録して
の退室が見つかった場合は厳しく対処します。

1.　授業内容を理解できているかをチェックするための小テスト。
2.　動詞の活用を中心とした小テストを随時。
3.　テキストの文型と同じ文を書かせる小テスト。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における演習（ＤＶＤの聞き取りなど）の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『スペイン語で表現しよう』
青木文夫、辻博子、マリア・エルナンデス（共著）、弘学社
昨年のテキストの続きをします。　

◎－－－　参考書　－－－◎

（辞書）
西和辞典：
スペイン語中辞典（小学館）
新スペイン語（研究社）
現代スペイン語辞典（白水社）
プログレッシブスペイン語辞典（小学館）
パスポート初級スペイン語辞典（白水社）
他多数有。
白水社の別の西和辞典（高橋編）は、見出し語は多いが使いにくいので薦めません。
和西辞典：
和西辞典（宮城、コントレラス監修：白水社）
クラウン和西辞典（三省堂）
和西辞典（小学館）
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーション）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの教室への持ち
込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書の購入はそれまで待ってい
てください。
（スマートフォンに内蔵した辞書については、目的以外の使用を禁止することで認め
ます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

昨年、人文学部以外のスペイン語を履修した場合も内容・進度的には同じですので、
スペイン語をさらに勉強したい学生の受講を待っています。

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件ではないので、そ
のことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜11時から12時
火曜昼休み12時10分から12時50分まで
水曜も可能ですが、メールで空いている時間を問い合わせて下さい。

メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 １年の復習（代名詞を中心に）
2 １年の復習（代名詞を中心に）
3 不定過去、不完了過去、現在完了の活用と用法（規則形と不規則形をいっしょに）
4 不定過去、不完了過去、現在完了の活用と用法（規則形と不規則形をいっしょに）
5 不定過去、不完了過去、現在完了の活用と用法文型確認テストと活用テスト
6 不定過去、不完了過去、現在完了の活用と用法文型確認テストと活用テスト
7 進行形と複文・重文
8 進行形と複文・重文の文型テスト
9 未来・条件未来・過去完了と再帰動詞
10 未来・条件未来・過去完了と再帰動詞
11 未来・条件未来・過去完了と再帰動詞
確認テスト
12 未来・条件未来・過去完了と再帰動詞
確認テスト
13 視聴覚教材を使って（ポップスを予定）
14 視聴覚教材を使って（同上）
15 まとめ 視聴覚教材での確認テスト
[後期]
1 接続法現在の活用と命令形
2 接続法現在の活用と命令形
3 命令形の練習
4 命令形の練習
5 比較表現、感嘆表現
6 受け身文、無人称文
7 上記までの内容の作文と確認テスト
8 接続法の活用全般について
9 接続法の用法
10 接続法の用法と文型テスト
11 スペイン語版トトロを理解する
12 スペイン語版トトロを理解する
13 スペイン語版トトロを理解する
視聴覚教材による空欄補充テスト
14 スペイン語版トトロを理解する
視聴覚教材による空欄補充テスト
15 まとめとしてスペイン語の活用の大きなテスト
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岡住　正秀

◎－－－　概要　－－－◎

人文学部の2年目のクラスですが、他学部の学生の受講も念頭
にいれ、前年度の学習内容をふまえて復習しつつ、引き続きス
ペイン語の基礎的な文法項目を学習していきます。2年目とい
うこともあり、慣れている（覚えている）こともあれば、もう
忘れてしまっていることもあるでしょう。まずはそれを整理し
ていきながら、新しい項目を学習し、英文法も参照しながら、
できるだけ効率的に学習できるよう目指します。人文学部で学
ぶ学問においては、他の学部と比べて言葉を巧みに使いこなせ
るかどうかが非常に重要です（話し言葉であれ書き言葉であ
れ、自分の言いたいことを伝え、読解や聴解を通じて相手を理
解する）。スペイン語という言語の学習を通じて、既習の英
語、そして多くの学生にとっての母語である日本語も磨くきっ
かけにしてもらいたい、というのが担当者の希望です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スペイン語の基礎文法の習得(知識・理解)

スペイン語で基本的なやりとりをする(技能)

英語圏以外の外国文化について理解しようとする態度の涵養
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

新しい言語を学習する以上、単語の意味を調べ、一定数を記憶
する作業が求められます。試験前にやろうなどとは思わずに、
毎週少しずつ蓄積していってください。予習は授業前の15分ほ
どで十分です。復習を欠かさないでください。

◎－－－　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。

通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのた
め、再試験は実施しないので、授業活動に積極的に参加するこ
とが求められます。授業中の小テスト、口頭での答えや受け答
え、作文（板書と提出双方）、レポートなどを考慮して総合的
に単位を認定します。その比率は、小テスト40％、口頭での答
え30％、その他（授業態度、作文、レポートなど）30％としま
す。欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的には授
業に参加することは必要条件なので、その参加が少ないと、そ
れによって生じる点数が減ると考えて下さい。例：小テストを
受けなかった、授業中に答えなかったなど様々です。就職活動
や課外活動などで休むのは仕方ないのですが、それが多くなる
と参加によって生じる点数が少なくなり、単位認定には不利に
なります。なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての
退室が見つかった場合は厳しく対処します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山村ひろみ『スペイン語24課』白水社、2016年（昨年度か
ら継続）

◎－－－　参考書　－－－◎

小学館ポケットプログレッシブ 西和・和西辞典　ISBN
4095061316

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、
十分条件ではないので、そのことを自覚してしっかりと取
り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次
のオフィスアワーに研究室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: イントロダクション、前年度学習事項の復習、再帰動詞
の復習
2: 第13課conocer、saberほか
3: 第13課会話、小テスト、第14課点過去
4: 第14課の続き、練習問題
5: 第14課会話、小テスト、第15課線過去
6: 第15課線過去練習、会話
7: 第15課数量表現、小テスト
8: 第16課未来形、練習問題
9: 第16課最上級、会話
10: 第16課の小テスト、第17課過去未来形
11: 第17課の続き、練習問題、会話
12: 第17課小テスト、第18課過去分詞
13: 第18課現在完了、練習問題
14: 第18課の小テスト
15: 前期学習内容の復習
16: 後期イントロ、前期学習内容のおさらい
17: 第19課過去完了形
18: 第19課未来完了形、過去未来完了形、練習問題
19: 第19課会話、小テスト
20: 第20課接続法現在の活用
21: 第20課接続法現在の用法、練習問題、会話
22: 第20課の小テスト
23: 第21課名詞節における接続法
24: 第21課関係詞、現在分詞、練習問題
25: 第21課形容詞節における接続法、会話
26: 第21課の小テスト
27: 第22課副詞節における接続法
28: 第22課命令法、練習問題
29: 第22課の小テスト
30: 今年度の復習
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辻　博子

◎－－－　概要　－－－◎

前年度に引き続き、テキストを参考に、書かれているスペイン語を理解、簡単な日
常表現を学びます。引き続き現在形を中心としたテキストを使いますが、後期では
過去形も使用します。スペイン語での日常会話を目指し、いろんな表現を口頭で言
えるよう練習しましょう。また、スペイン語の会話ビデオもいくつか見ていくこと
で、既修得の表現の確認・その応用、またテキストに出てこない表現を学びます。
前期、後期ともに、発表する機会を設けます。スペイン語で発表するための練習を
通して、さらにスペイン語に触れましょう。

また、他学部などでこのテキストを使ってこなかった履修者にも、プリントなどを
配り、復習などに対応します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スペイン語の現在形・過去形を中心とした会話文を使える。(知識・理解)

英語と異なる表現の仕組みを理解する。(知識・理解)

簡単な文を言い、相手に理解してもらう。(技能)

相手の文に対し、正しい動詞の活用で答えることができる。(技能)

英語に対応しない表現を使えるようにする。(技能)

スペイン語を含むロマンス語族の表現形式全体の仕組みを理解し、将来の応用に資
することを目指す。(態度・志向性)

スペイン語検定4級程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回の箇所の進出単語を調べてくること、前回までの授業内容を把握するこ
とです。また前期は毎回単語・フレーズテストを行う予定です。既出単語・フレー
ズを覚えてきてください。(30分程度）

復習：動詞が出てきたらその活用を覚えること、また、自分で主語を入れ替えて代
入練習をし、スムーズに活用などが言えるように特に口頭で練習してきてくださ
い。（30分から60分程度）

さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合のための学習（30分から60
分程度） が必要です。

テキストには、日常よく使われる単語が出てきます。自分の身の回りのものをスペ
イン語で覚えるなど、工夫して単語を覚えていってください。また、Twitterや
Instagram、Youtubeなどで自分の好きなスペイン語を見つけたら、どんどん触れて
いって、その表現を推測する、さらにわからない表現はぜひ質問してください。

プラザ50でlanguage plaza（ネイティブスピーカー担当）を金曜日のお昼(12:15～
14:15)に開いています。自由に参加でき、会話を中心とした学習空間で、初心者・
過去にスペイン語経験がある人などを問いません。ぜひともスペイン語空間に触れ
てみてください。

また、スペインやイスパノアメリカについての基礎知識を得るために、「文化と教
育：スペインの社会と文化から学ぶ（前期水曜4時間目）」または「文化と教育：
イスパノアメリカの社会と文化から学ぶ（後期水曜4時間目）」を履修することを
勧めます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。したがって再試験も実施し
ないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。

授業中の単語テスト・小テストや音声聞き取りテスト、口頭での受け答え、授業中
のアクティビティの提出、課題などを考慮して総合的に単位を認定します。その比
率は、音声聞き取り・小テスト40％、口頭での答え、受け答え30％（会話発表、ア
クティビティ発表・提出含む）その他（単語・フレーズテスト15％、課題提出等
15％）とします。
欠席が多い場合は、小テストなどを受けられない、授業中の指示について提出でき
ない課題などが生じるため、単位認定には不利となります。

なお、出席管理において代返や出席のみ登録しての退室が見つかった場合は厳しく
対処します。

1.　各課の会話文の発音
2.　各課の音声聞き取りとその理解
3.　各課で使用する単語や動詞活用の暗記、文の理解
4.　テキストにあるアクティビティの発表への評価
5.　後期最後における復習の際に自由に会話できる力の評価

◎－－－　テキスト　－－－◎

前年度と同じ教科書を引き続き使用します。
浦眞佐子、フランシスコ・パルティダ著『イラストで楽しもう、ス
ペイン語！-Imaginatelo!』朝日出版社、ISBN:978-4-255-55070-1

◎－－－　参考書　－－－◎

『デイリーコンサイス西和・和西辞典』三省堂　ISBN
978-4385122762
『ポケットプログレッシブ西和・和西』小学館　ISBN
978-4095061313
前年度に購入済みの辞書をそのまま使用して構いません。また、タ
ブレット・スマートフォン内臓の辞書についても、推奨します。
（ただし、授業時間中の通信など、目的外の利用は禁止します）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書必携です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
１、前年度の復習、
２、第7課「7時に起きます。」、再帰動詞、
３、１日のスケジュール、1週間のスケジュール
４、第7課まとめ
５、第7課小テスト・聞き取りテスト
　　第8課、間接目的語代名詞
６、直接目的語代名詞、現在分詞
７、プレゼントを探しに行く時の会話
８、第8課小テスト・聞き取りテスト
　　　第9課「気分が悪いの？」doler表現、
　　体の部位
９、肯定命令、考えや思いを伝える表現、
　　聞いたことを伝える表現、
１０、体調が悪いことに対しての伝達表現、
　　アドバイス表現まとめ
１１、第9課小テスト・聞き取りテスト
１２、DVDなど視聴覚教材で表現を理解する
１３、第10課「スペインに行ったことがあります
　　　か？」現在完了
１４、「パエリャを作れますか？」、料理の表現
１５、料理の表現2、発表、前期まとめ

後期
１６、前期の復習、道順を尋ねる
１７、第10課小テスト・聞き取りテスト　　　
　　　第11課「先月メキシコへ旅行しました。」
　　　点過去規則形
１８、点過去不規則形、過去の旅行の話をする
１９、自分の生い立ちを話す、
　　　ある人物の一生を話す
２０、自分の好きな有名人について
２１、第11課小テスト・聞き取りテスト
　　　第12課「小さい時私は毎日サッカーをして
　　　いました。」、線過去
２２、子どものころについて尋ねる、
　　　点過去と線過去
２３、点過去と線過去の違いのまとめ
２４、子どものころについて、旅行の話について
　　　発表
２５、第12課小テスト・聞き取りテスト
２６、自分の子どものころ、あるいは旅行のこと
　　　についての会話をしてみよう
２７、スペイン語の短編映画の理解
２８、後期の項目をもとに会話を作る
２９、作った会話の発表
３０、後期まとめ

テキストの順に従い記していますが、後期は特に、実際の進度状況
に応じて動詞学習などの順番を入れ替える可能性があります。
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上間　洋

◎－－－　概要　－－－◎

スペイン語を公用語とする国は、ヨーロッパに1つ(スペイン）、アフリカ
に1つ（赤道ギニア共和国）、中南米に19（含む1自治領：メキシコ、グア
テマラ、エルサルバドール、ホンヂュラス、ニカラグア、コスタリカ、パ
ナマ、キューバ、ドミニカ共和国、プエルトリコ、ベネズエラ、コロンビ
ア、エクアドール、ペルー、ボリビア、チリ、アルゼンチン、パラグア
イ、ウルグアイ）あり、その話者の数は、アメリカ合衆国にいるスペイン
語を主に使用するヒスパニックの人たちや、世界中に居るスペイン語話者
も含めると、英語、中国語、ヒンズー語に続き、ロシア語やアラビア語よ
り多い5億人と言われています。ラテン語（ローマ帝国の言語）を起源と
し、イタリア語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語とともにロマ
ンス語と呼ばれる仲間に属します。コロンブスのアメリカ大陸発見（1492
年）以降、スペイン語は中南米の植民地の言語になったので、現在のよう
に多くの中南米の国で使われています。その特徴は、これだけ広い地域で
用いられているのに、コミュニケーションの妨げになるほどの差がないこ
とです。福岡にも多くのスペイン語を母国語とするかたが来ていて、本学
でもいろんな国のかたが教えていますが、お互いのコミュニケーションに
問題はありません。その広大な文化圏のドアを開けるための第１歩とし
て、スペイン語の基礎を学びましょう。未知の世界が広がっていくはずで
す。英語の次に学ぶのはやはりスペイン語です！

◎－－－　到達目標　－－－◎

スペイン語の過去形・未来形を中心とした会話文を使える。(知識・理解)

英語と異なる表現の仕組みを理解する。(知識・理解)

簡単な文を言い、相手に理解してもらう。(知識・理解)

相手の文に対し、正しい動詞の活用（過去形・未来形）で答えることがで
きる。(技能)

英語に対応しない表現を使えるようにする。(技能)

スペイン語を含むロマンス語族の表現形式全体の仕組みを理解し、将来の
応用に資することを目指す。(態度・志向性)

スペイン語検定4級程度を目指す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回までに何をすべきか（30分程度）毎回教室で指示します。
また新しい知識が多いため、その授業で学んだことをしっかり復讐して
（30分から60分程度）おきましょう。
さらに教室で課題（宿題や小テストの準備）が出た場合のための学習（30
分程度）が必要です。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

通年科目です。前期、後期の定期試験は実施しません。そのため、再試験
は実施しないので、授業活動に積極的に参加することが求められます。
　授業中の小テスト、口頭での答えや受け答え、作文（板書と提出双
方）、レポートなどを考慮して総合的に単位を認定します。その比率は、
小テスト40％、口頭での答え30％、その他（授業態度、作文、レポートな
ど）30％とします。欠席が多い場合その部分が不利になります。具体的に
は授業に参加することは必要条件なので、その参加が少ないと、それに
よって生じる点数が減ると考えて下さい。例：小テストを受けなかった、
授業中に答えなかったなど様々です。就職活動や課外活動などで休むのは
仕方ないのですが、それが多くなると参加によって生じる点数が少なくな
り、単位認定には不利になります。なお、出席管理において代返や出席の
み登録しての退室が見つかった場合は厳しく対処します。
1.　各課の会話文の読み。
2.　各課の末尾にある練習問題を準備して、正しく理解しているかどう
か。
3.　各課の末尾にある聞き取りテストの評価。
4.　授業への参加態度。
5.　後期最後における復習の際に自由に会話できる力の評価。

◎－－－　テキスト　－－－◎

¿Que te pasa?
著者：高橋　覚二、糸魚川　美樹、福地　恭子、リディア・サラ・カハ
発行者：朝日出版社

◎－－－　参考書　－－－◎

スペイン語中辞典（小学館）　
新スペイン語（研究社）　
現代スペイン語辞典（白水社）　
（その他）
図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
スペイン語とつきあう本（寿里著：東洋書店）
スペイン語基礎文法（ロボ、大森、広康共訳：ピアソンエデュケーショ
ン）
（電子辞書他について）
電子辞書やタブレットのソフトも奨めます。ノートPCやタブレットの
教室への持ち込みを認めます。最初の講義で詳しく説明するので、辞書
の購入はそれまで待っていてください。（スマートフォンに内蔵した辞
書については、目的以外の使用を禁止することで認めます）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は基本的には演習科目なので出席は必要条件だけど、十分条件では
ないので、そのことを自覚してしっかりと取り組んで欲しい。
留学などの相談は専任教員（青木）が対応しますので、次のオフィスア
ワーに研究室までの来て下さい。
オフィスアワー（研究室文系センター814）
月曜昼休み12時10分から13時まで
火曜昼休み12時10分から13時まで
水曜昼休み12時10分から13時まで
または、各曜日5時間目のあと
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
1.　導入：各担当者よりいろんな話をします
2.　８課：８課の対話文
3.　８課：８課の練習問題と聞き取り
4.　８課：８課の対話練習
5.　９課：９課の対話文
6.　９課：９課の練習問題と聞き取り
7.　９課：９課の対話練習
8.　１０課：１０課の対話文
9.　１０課：１０課の練習問題と聞き取り
10. １０課：１０課の対話練習
11. １１課：１１課の対話文
12. １１課：１１課の練習問題と聞き取り
13. １１課：１１課の対話練習
14. 総復習
15. 総復習
後期
1.　前期の復習
2.　１２課：１２課の対話文
3.　１２課：１２課の練習問題と聞き取り
4.　１２課：１２課の対話練習
5.　１３課：１３課の対話文
6.　１３課：１３課の練習問題と聞き取り
7.　１３課：１３課の対話練習
8.　１４課：１４課の対話文
9.　１４課：１４課の練習問題と聞き取り
10. １４課：１４課の対話練習
11. スペイン語で話そう・いろんな状況で使ってみよう
12. 同上
13. 同上
14. 総復習：スペイン語で自由に話してみよう。
15. 総復習：スペイン語で自由に話してみよう。


