
2019-1070000006-01韓国事情概説

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/16　６時限　　

安藤　純子

◎－－－　概要　－－－◎

韓国･北朝鮮を理解するための基礎を学ぶ。日韓関係は「良好」と「悪
化」を繰り返し、日朝関係は冷却化したままとなっている。韓国国内
の不安定な情勢、「嫌韓」派によるヘイトスピーチやマスコミの偏向
報道、北朝鮮のミサイル・核実験などにより、韓国・北朝鮮に対して
悪感情を持っている人は少なくない。しかし、日韓・日朝間に存在す
る問題の本質を見極めるためには、誤解や偏見なしに事実を正確に把
握することが重要である。本授業では、韓国・北朝鮮の基本事情を知
識として修得し、日韓、日朝関係を考える上での足がかりとする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・韓国の政治、経済、社会、文化の基礎的知識を習得する(知識・理解)

・北朝鮮の政治、経済、社会、文化の基礎的知識を習得する。(知識・
理解)

・日韓、日朝間にはどのような問題があるのか、その問題が起きた要
因は何か、現状はどうなっているのかを知る。(知識・理解)

・韓国/北朝鮮と深い関係がある中国、米国、ロシアとの関係につい
て、その歴史と現状を知る。(知識・理解)

・韓国/北朝鮮に関する問題について、韓国/北朝鮮が発表する韓国語の
文献を読み、韓国/北朝鮮の立場から問題の内容を理解する。(知識・理
解)

・韓国/北朝鮮に関する問題を解決するために、日本や国際社会はどう
対応すべきなのか、自身の考えをまとめ、述べることができる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

韓国・北朝鮮、朝鮮半島情勢に関するニュースを毎日確認する（10
分）。
授業で初めて知った、または自分で分かっているようで分からない韓
国/北朝鮮に関する用語を、自分で調べて「用語集」にまとめる（30
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により、総合的に評価す
る。

①評価基準
・韓国/北朝鮮の基礎知識を習得しているかを評価の基準とする。
・韓国/北朝鮮と関係が深い、日本・中国・米国・ロシアとの二国間あ
るいは多国間の様々な問題について、歴史、問題の要因、現状を理解
し、その上で問題を解決するためにはどうしたらよいのか、自分自身
の考えをまとめることができているかを評価の基準とする。
・教員の質問に対して発言したり、自ら疑問を持って質問しようとす
る積極的な姿勢を評価の基準とする。
・課題（例えば、現状で起きている問題の背景を調べたり、それら問
題に対する自分なりの解決策を記述するなど）や用語集をきちんと提
出しているかを評価の基準とする。

②評価方法
定期試験および平常点（授業参与度、課題など）で評価する。

③割合
・定期試験50％
・授業参与度（授業態度・発言点など）30％
・その他（課題、用語集のまとめなど）20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。教員が作成したレジュメを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

朝鮮語・韓国語辞典
小倉紀蔵編『現代韓国を学ぶ』（有斐閣選書、2012年）
磯崎敦仁・沢田克己『北朝鮮入門』（東洋経済新聞社、
2017年）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

韓国/北朝鮮に関するニュースを毎週確認する。
授業中、質問を多くするので、積極的に発言することを期
待する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション・韓国事情とは？
2.韓国の政治Ⅰ－政治システム、法体制
3.韓国の政治Ⅱ－外交（日韓関係を中心に）
4.韓国の経済Ⅰ－韓国経済の現状と未来
5.韓国の経済Ⅱ－韓国経済の課題
6.韓国の社会Ⅰ―人
7.韓国の社会Ⅱ－生活
8.韓国の文化Ⅰ－衣食
9.韓国の文化Ⅱ－思想と宗教
10.北朝鮮の政治－政治体制
11.北朝鮮の経済―現状
12.北朝鮮の社会－人・生活・衣食
13.北朝鮮の文化－思想・芸術
14.日韓・日朝の諸問題
15.まとめ



2019-1070000006-01韓国事情概説

安藤　純子

◎東ア:A-2

1.・韓国の政治、経済、社会、文化の基礎的知識を習得する　(A-2)

2.・北朝鮮の政治、経済、社会、文化の基礎的知識を習得する。　(A-2)

3.・日韓、日朝間にはどのような問題があるのか、その問題が起きた要因は何
か、現状はどうなっているのかを知る。　(A-2)

4.・韓国/北朝鮮と深い関係がある中国、米国、ロシアとの関係について、その
歴史と現状を知る。　(A-2)

5.・韓国/北朝鮮に関する問題について、韓国/北朝鮮が発表する韓国語の文献
を読み、韓国/北朝鮮の立場から問題の内容を理解する。　(A-2)

6.・韓国/北朝鮮に関する問題を解決するために、日本や国際社会はどう対応す
べきなのか、自身の考えをまとめ、述べることができる。　(A-2)

◎　東アジア地域言語（中国・韓国）学　　ディプロマ・ポリシー（Ｄ
Ｐ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　東アジア地域の言語文化に対する理解とそれを支える知識を有して
いる。
A-2　東アジアの地域事情に対する理解とそれを支える知識を有してい
る。
A-3　専門分野にこだわらず社会を多方面から考え、卒業後も幅広い領域
で学び続けることのできる基礎的教養を有している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　当該言語を用いて情報を収集し考察に利用できるなど、中国語、朝
鮮語のうち主とする言語の実践的運用能力を有している。
B-2　日常的な会話を行う、基本的な構文の文献が読めるなど、中国語、
朝鮮語のうち主としない言語および英語の基礎的運用能力を有してい
る。
B-3　問題を発見して調査・考察し、その結果を論説形式で報告する能力
を有している。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　価値観の異なる多様な他者を積極的に理解し、交流を図ろうとする
態度や志向性を有している。
C-2　東アジア地域社会において積極的役割を果たそうとする態度や志向
性を有している。
C-3　東アジアに対する関心を持続させ、理解と知識および語学力を絶え
ず更新していこうとする態度を有している。



2019-1070000008-01中国語入門Ａ「LA1」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限, 木・３時限　　試験時間割：2019/07/31　５時限　　

甲斐　勝二

◎－－－　概要　－－－◎

　中国語を初めて学ぶ本学科の学生のために、中国語の基礎単語や
語法が、順を追って体系的に理解できるようにし、中国語による各
種言語文化を理解するための基礎学力を養成します。
　テキストは、既に絶版になった教科書を再編したものを用いま
す。オリジナルの教科書はインターネットを通じてPDF資料として
皆さんが学内で参照できるようにします。音声資料も同様です。
URLは授業中にお知らせします。音声資料は復習にも役立ちます。
　また予習・復習のために作業プリントを配付します。この作業プ
リントはmoodleにアップしますので、授業に欠席してプリントがな
い場合は、当該部分を自分でダウンロードしてください。
　授業は２～３課をめやすに「復習と整理」の時間を入れ、習得の
程度及び例文の理解度を確認しますが、講義の他にも基本的な構文
の書き取り作業・小テスト・中間試験・暗唱などを随時行う予定で
す。
　授業内容への質問や疑問を受け付けるために，毎回配付回収する
学生別のミニレポートを実施します。積極的に記入してください。
授業は、記入内容を反映させて進めていきます。大学生であるとい
う自覚を持って記入してください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国語の発音をおおむね正確に発音できる。(技能)

中国語の発音をピンインローマ字によっておおむね正確に記すこと
ができる。(技能)

テキスト1課～10課の基本語法・基本構文を理解する。(技能)

テキスト1課～10課の基本文例を正確に発音できる。(技能)

テキスト1課～10課の基本語法・基本構文を利用して初歩的な応答
や作文ができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（予習）
　毎回作業プリントを配付しますので、プリント使って予習作業を
して授業に出てください。（50分程度）
（復習）
　授業後は配布プリントの指示に従い事後学習をしてください（40
分程度）。最後に点検しますので、ちゃんと完成しておくこと。
　なお配布プリントはPDFファイルにしてムードルでもダウンロー
ドできるようにしておきます。授業を欠席した学生はダウンロード
して使ってください。
　また、基本文例を暗唱できるようになるまで朗読し、ピンイン・
簡体字での書き取りの復習を行い、基本例文を身につけて下さい。

◎－－－　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総合的に評価し
ます。
・定期試験50％
・中間試験10％
・作業プリントの完成度・暗唱の出来栄え等25％
・ミニレポート15％
　試験では、授業の目標であるピンインの理解や例文の理解がどれ
だけ身についているかを確認します。
　ミニレポートは、授業内容への質問や感想希望など積極的な授業
参加を示すものを評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学人文学部東アジア地域言語学科再編改訂版『中国語教科
書』上（中野達著）800円（予価）

◎－－－　参考書　－－－◎

『中国語学習ハンドブック（改訂版）』　ISBN 4469231528
『中国語の文法書』　ISBN 4810200345
『わかる中国語単語1000』　ISBN 9784255000220

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・きちんと受講し予習復習を怠りなくすること。
・第一回目にテキスト・音源などの教材をインターネットを使って
配付しますので必ず出席してください。このため第一回目のみ教室
が変わる可能性があります。注意してください。
・本学総合情報処理センターが提供しているオンラインの授業支援
システム「moodle（ムードル）」https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/　
を利用して参考資料の配布などを行いますので、つねにアクセスし
て確認してください。ムードルの利用方法については第一回目の授
業でお知らせします。
・小型辞書の貸し出しを計画していますので辞書の購入は慌てなく
ても結構です。中国コースに進むのであれば、中型の辞書利用の購
入まで中継ぎとしてかなり使えます。
・辞書はまず紙媒体のものを購入し、使用法に習熟することをおす
すめします。電子辞書は紙媒体の辞書が使いこなせるようになって
から使うようにする方が有効に使えます。
・なお購入の際には出版社を問わず新しい版のものを選ぶこと。
・授業に関するお知らせをFUポータル、あるいはmoodleよりメー
ルで行う事があるので注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01　オリエンテーション
02　発音練習１
03　発音練習２
04　発音練習３
05　発音練習４
06　第１課
07　第２課　語法
08　第２課　本文
09　第３課　語法
10　第３課　本文
11　第４課　語法
12　第４課　本文
13　復習　２～４課まとめ　練習問題
14　中間試験　
15　第５課　語法
16　第５課　本文
17　第６課　語法
18　第６課　本文
19　第７課　語法
20　第７課　本文
21　復習　５～７課まとめ　練習問題
22　第８課　語法
23　第８課　本文
24　第９課　語法
25　第９課　本文
26　第10課　語法
27　第10課　本文
28　復習　８～10課まとめ　練習問題
29　全体復習
30　テキスト文例暗唱試験

◎－－－　URL　－－－◎

moodle
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-1070000008-01中国語入門Ａ「LA1」

甲斐　勝二

◎東ア:B-1

1.中国語の発音をおおむね正確に発音できる。　(B-1)

2.中国語の発音をピンインローマ字によっておおむね正確に記すことができ
る。　(B-1)

3.テキスト1課～10課の基本語法・基本構文を理解する。　(B-1)

4.テキスト1課～10課の基本文例を正確に発音できる。　(B-1)

5.テキスト1課～10課の基本語法・基本構文を利用して初歩的な応答や作文がで
きる。　(B-1)

◎　東アジア地域言語（中国・韓国）学　　ディプロマ・ポリシー（Ｄ
Ｐ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　東アジア地域の言語文化に対する理解とそれを支える知識を有して
いる。
A-2　東アジアの地域事情に対する理解とそれを支える知識を有してい
る。
A-3　専門分野にこだわらず社会を多方面から考え、卒業後も幅広い領域
で学び続けることのできる基礎的教養を有している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　当該言語を用いて情報を収集し考察に利用できるなど、中国語、朝
鮮語のうち主とする言語の実践的運用能力を有している。
B-2　日常的な会話を行う、基本的な構文の文献が読めるなど、中国語、
朝鮮語のうち主としない言語および英語の基礎的運用能力を有してい
る。
B-3　問題を発見して調査・考察し、その結果を論説形式で報告する能力
を有している。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　価値観の異なる多様な他者を積極的に理解し、交流を図ろうとする
態度や志向性を有している。
C-2　東アジア地域社会において積極的役割を果たそうとする態度や志向
性を有している。
C-3　東アジアに対する関心を持続させ、理解と知識および語学力を絶え
ず更新していこうとする態度を有している。



2019-1070000008-02中国語入門Ａ「LA2」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限, 木・３時限　　試験時間割：2019/07/31　５時限　　

間　ふさ子

◎－－－　概要　－－－◎

中国語を初めて学ぶ本学科の学生のために、中国語の基礎単語や語法
が、順を追って体系的に理解できるようにし、中国語による各種言語文
化を理解するための基礎学力を養成します。

テキストは、既に絶版になった教科書を再編したものを用います。オリ
ジナルの教科書はインターネットを通じてPDF資料として皆さんが学内
で参照できるようにします。音声資料も同様です。URLは授業中にお知
らせします。音声資料は復習にも役立ちます。

また予習・復習のために作業プリントを配付します。この作業プリント
はmoodleにアップしますので、授業に欠席してプリントがない場合は、
当該部分を自分でダウンロードしてください。

授業は２～３課をめやすに「復習と整理」の時間を入れ、習得の程度及
び例文の理解度を確認しますが、講義の他にも基本的な構文の書き取り
作業・小テスト・中間試験・暗唱などを随時行う予定です。

授業内容への質問や疑問を受け付けるために，毎回配付回収する学生別
のミニレポートを実施します。積極的に記入してください。授業は、記
入内容を反映させて進めていきます。大学生であるという自覚を持って
記入してください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国語の発音をおおむね正確に発音できる。(技能)

中国語の発音をピンインローマ字によっておおむね正確に記すことがで
きる。(技能)

テキスト1課～10課の基本語法・基本構文を理解する。(技能)

テキスト1課～10課の基本文例を正確に発音できる(技能)

テキスト1課～10課の基本語法・基本構文を利用して初歩的な応答や作文
ができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（予習）
毎回作業プリントを配付しますので、プリント使って予習作業をして授
業に出てください。（50分程度）

（復習）
授業後は配布プリントの指示に従い事後学習をしてください（40分程
度）。最後に点検しますので、ちゃんと完成しておくこと。

なお配布プリントはPDFファイルにしてmoodleでもダウンロードできる
ようにしておきます。授業を欠席した学生はダウンロードして使ってく
ださい。

また、基本文例を暗唱できるようになるまで朗読し、ピンイン・簡体字
での書き取りの復習を行い、基本例文を身につけて下さい。

◎－－－　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総合的に評価します。
・定期試験50％
・中間試験10％
・作業プリントの完成度・暗唱の出来栄え等25％
・ミニレポート15％

試験では、授業の目標であるピンインの理解や例文の理解がどれだけ身
についているかを確認します。
ミニレポートは、授業内容への質問や感想希望など積極的な授業参加を
示すものを評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学人文学部東アジア地域言語学科再編改訂版『中国語教科
書』上（中野達著）800円（予価）

◎－－－　参考書　－－－◎

『中国語学習ハンドブック（改訂版）』　ISBN 4469231528
『中国語の文法書』　ISBN 4810200345
『わかる中国語単語1000』　ISBN 9784255000220

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・きちんと受講し予習復習を怠りなくすること。
・第一回目にテキスト・音源などの教材をインターネットを使って
配付しますので必ず出席してください。このため第一回目のみ教室
が変わる可能性があります。注意してください。
・本学総合情報処理センターが提供しているオンラインの授業支援
システム「moodle（ムードル）」https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/　
を利用して参考資料の配布などを行いますので、つねにアクセスし
て確認してください。ムードルの利用方法については第一回目の授
業でお知らせします。
・小型辞書の貸し出しを計画していますので辞書の購入は慌てなく
ても結構です。中国コースに進むのであれば、中型の辞書利用の購
入まで中継ぎとしてかなり使えます。
・辞書はまず紙媒体のものを購入し、使用法に習熟することをおす
すめします。電子辞書は紙媒体の辞書が使いこなせるようになって
から使うようにする方が有効に使えます。
・なお購入の際には出版社を問わず新しい版のものを選ぶこと。
・授業に関するお知らせをFUポータル、あるいはmoodleよりメー
ルで行う事があるので注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01　オリエンテーション
02　発音練習１
03　発音練習２
04　発音練習３
05　発音練習４
06　第１課
07　第２課　語法
08　第２課　本文
09　第３課　語法
10　第３課　本文
11　第４課　語法
12　第４課　本文
13　復習　２～４課まとめ　練習問題
14　中間試験　
15　第５課　語法
16　第５課　本文
17　第６課　語法
18　第６課　本文
19　第７課　語法
20　第７課　本文
21　復習　５～７課まとめ　練習問題
22　第８課　語法
23　第８課　本文
24　第９課　語法
25　第９課　本文
26　第10課　語法
27　第10課　本文
28　復習　８～10課まとめ　練習問題
29　全体復習
30　テキスト文例暗唱試験

◎－－－　URL　－－－◎

福岡大学moodleシステム
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-1070000008-02中国語入門Ａ「LA2」

間　ふさ子

◎東ア:B-1

1.中国語の発音をおおむね正確に発音できる。　(B-1)

2.中国語の発音をピンインローマ字によっておおむね正確に記すことができ
る。　(B-1)

3.テキスト1課～10課の基本語法・基本構文を理解する。　(B-1)

4.テキスト1課～10課の基本文例を正確に発音できる　(B-1)

5.テキスト1課～10課の基本語法・基本構文を利用して初歩的な応答や作文がで
きる。　(B-1)

◎　東アジア地域言語（中国・韓国）学　　ディプロマ・ポリシー（Ｄ
Ｐ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　東アジア地域の言語文化に対する理解とそれを支える知識を有して
いる。
A-2　東アジアの地域事情に対する理解とそれを支える知識を有してい
る。
A-3　専門分野にこだわらず社会を多方面から考え、卒業後も幅広い領域
で学び続けることのできる基礎的教養を有している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　当該言語を用いて情報を収集し考察に利用できるなど、中国語、朝
鮮語のうち主とする言語の実践的運用能力を有している。
B-2　日常的な会話を行う、基本的な構文の文献が読めるなど、中国語、
朝鮮語のうち主としない言語および英語の基礎的運用能力を有してい
る。
B-3　問題を発見して調査・考察し、その結果を論説形式で報告する能力
を有している。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　価値観の異なる多様な他者を積極的に理解し、交流を図ろうとする
態度や志向性を有している。
C-2　東アジア地域社会において積極的役割を果たそうとする態度や志向
性を有している。
C-3　東アジアに対する関心を持続させ、理解と知識および語学力を絶え
ず更新していこうとする態度を有している。



2019-1070000009-01中国語入門Ｂ「LA1」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限, 木・３時限　　試験時間割：2020/01/25　５時限　　

間　ふさ子

◎－－－　概要　－－－◎

中国語入門Aを学んだ学生が、さらに中国語の表現力を豊かにし、
中国語による各種言語文化を理解するための基礎学力の向上を目指
します。テキストは、入門Aで使用した『中国語教科書』の下編を
用います。

前期と同様予習・復習のために作業プリントを配付します。この作
業プリントはmoodleにアップしますので、授業に欠席してプリント
がない場合は、当該部分を自分でダウンロードしてください。

内容は前期で学習した「中国語入門Ａ」から更に中国語の基本的文
法の習得を進め、辞書や資料を使って基本的な文献の講読が可能な
レベルに到達するようにします。

授業は11課から14課までは２課ごとに「復習と整理」の時間を入
れ、習得の程度及び例文の理解度を確認します。15課以降は、「文
法要点」「本文の学習」「講読練習」の三段階で進みます。講義の
他にも基本的な構文の書き取り作業・小テスト・中間試験・暗唱な
どを随時行う予定です。

テキストや模範朗読はインターネット上で使えるようにしますの
で、参考にして下さい。

質問や疑問を受け付けるために，毎回配付回収する学生別のミニレ
ポートを実施します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

テキスト下巻1課～9課の基本文例を正確に発音できる。(技能)

テキスト下巻1課～9課の基本語法・基本構文を理解する。(技能)

テキスト下巻1課～9課の基本語法・基本構文を利用して初歩的な応
答や作文ができる。(技能)

1000語程度の基本語彙を習得する。(技能)

辞書を使って中国語検定4～3級程度の文章の読解ができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（予習）
新しい漢字の発音を調べテキストを声を出して読めるようにして、
日本語訳を試みておくこと（45分程度）。

（復習）
授業後はテキストを何度も声を出しながら書き写して簡体字と文例
をおぼえてください（45分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合で総合的に評価します。
・定期試験50％
・中間試験（課題朗読を含む）20%
・暗唱試験15％
・ミニレポート15％

ミニレポートは、授業内容の理解の確認および授業への質問や感
想・希望など積極的な授業参加を示すものを評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学人文学部東アジア地域言語学科再編改訂版『中国語
教科書』下（中野達著）800円（予価）。

◎－－－　参考書　－－－◎

『中国語学習ハンドブック（改訂版）』　ISBN 4469231528
『中国語の文法書』　ISBN 4810200345
『わかる中国語単語1000』　ISBN 9784255000220

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本学総合情報処理センターが提供しているオンラインの授
業支援システム「moodle（ムードル）」https://moodle.cis.
fukuoka-u.ac.jp/　を利用して参考資料の配付などを行いますの
で、つねにアクセスして確認してください。
・後期にはコース分けがあるので、中国コースに進もうと考
えている学生は、ここでしっかりと実力をつけておくと２年
次以降に有利です。
・やむを得ず授業を休んだ場合、その授業の内容は自分で追
いつくよう努力すること。
・授業に関するお知らせをFUポータルあるいはmoodleより
メールによって行う事があるので注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01　オリエンテーション　入門Aの復習
02　第1課　語法要点
03　第1課　本文
04　第2課　語法要点
05　第2課　本文
06　復習　　11・12課復習
07　第3課　語法要点
08　第3課　本文
09　第4課　語法要点
10　第4課　本文
11　復習　　13・14課復習
12　スピーチコンテスト課題講読　中間テスト
13　第5課　語法要点
14　第5課　本文
15　第5課　練習
16　スピーチコンテスト課題点検
17　第6課　語法要点
18　第6課　本文
19　第6課　練習
20　第7課　語法要点
21　第7課　本文
22　第7課　練習
23　第8課　語法要点
24　第8課　本文
25　第8課　練習
26　第9課　語法要点　練習1
27　第9課　語法要点　練習2
28　第9課　語法要点　練習2
29　第9課　長文講読3
30　テキスト文例暗唱試験

◎－－－　URL　－－－◎

福岡大学moodleシステム
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-1070000009-01中国語入門Ｂ「LA1」

間　ふさ子

◎東ア:B-1

1.テキスト下巻1課～9課の基本文例を正確に発音できる。　(B-1)

2.テキスト下巻1課～9課の基本語法・基本構文を理解する。　(B-1)

3.テキスト下巻1課～9課の基本語法・基本構文を利用して初歩的な応答や作文
ができる。　(B-1)

4.1000語程度の基本語彙を習得する。　(B-1)

5.辞書を使って中国語検定4～3級程度の文章の読解ができる。　(B-1)

◎　東アジア地域言語（中国・韓国）学　　ディプロマ・ポリシー（Ｄ
Ｐ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　東アジア地域の言語文化に対する理解とそれを支える知識を有して
いる。
A-2　東アジアの地域事情に対する理解とそれを支える知識を有してい
る。
A-3　専門分野にこだわらず社会を多方面から考え、卒業後も幅広い領域
で学び続けることのできる基礎的教養を有している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　当該言語を用いて情報を収集し考察に利用できるなど、中国語、朝
鮮語のうち主とする言語の実践的運用能力を有している。
B-2　日常的な会話を行う、基本的な構文の文献が読めるなど、中国語、
朝鮮語のうち主としない言語および英語の基礎的運用能力を有してい
る。
B-3　問題を発見して調査・考察し、その結果を論説形式で報告する能力
を有している。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　価値観の異なる多様な他者を積極的に理解し、交流を図ろうとする
態度や志向性を有している。
C-2　東アジア地域社会において積極的役割を果たそうとする態度や志向
性を有している。
C-3　東アジアに対する関心を持続させ、理解と知識および語学力を絶え
ず更新していこうとする態度を有している。



2019-1070000009-02中国語入門Ｂ「LA2」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限, 木・３時限　　試験時間割：2020/01/25　５時限　　

甲斐　勝二

◎－－－　概要　－－－◎

　中国語入門Aを学んだ学生が、さらに中国語の表現力を豊か
にし、中国語による各種言語文化を理解するための基礎学力の
向上を目指します。テキストは、入門Aで使用した教科書の下
編を用います。
　また前期と同様予習・復習のために作業プリントを配付しま
す。この作業プリントはmoodleにアップしますので、授業に欠
席してプリントがない場合は、当該部分を自分でダウンロード
してください。
　内容は前期で学習した「中国語入門Ａ」から更に中国語の基
本的文法の習得を進め、辞書や資料を使って基本的な文献の講
読が可能なレベルに到達するようにします。
　授業は11課から14課までは２課ごとに「復習と整理」の時間
を入れ、習得の程度及び例文の理解度を確認します。15課以降
は、「文法要点」「本文の学習」「講読練習」の三段階で進み
ます。講義の他にも基本的な構文の書き取り作業・小テスト・
中間試験・暗唱などを随時行う予定です。
　テキストや模範朗読はインターネット上で使えるようにしま
すので、参考にして下さい。
　質問や疑問を受け付けるために，毎回配付回収する学生別の
ミニレポートを実施します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

テキスト下巻1課～9課の基本文例を正確に発音できる。(技能)

テキスト下巻1課～9課の基本語法・基本構文を理解する。(技
能)

テキスト下巻1課～9課の基本語法・基本構文を利用して初歩的
な応答や作文ができる。(技能)

1000語程度の基本語彙を習得する。(技能)

辞書を使って中国語検定4～3級程度の文章の読解ができる。(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（予習）
　新しい漢字の発音を調べテキストを声を出して読めるように
して、日本語訳を試みておくこと（45分程度）。
（復習）
　授業後はテキストを何度も声を出しながら書き写して簡体字
と文例をおぼえてください（45分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各到達目標の達成度は、下記の方法と割合で総合的に評価し
ます。
・定期試験50％
・中間試験（課題朗読を含む）20%
・暗唱試験15％
・ミニレポート15％
　ミニレポートは、授業内容の理解の確認および授業への質問
や感想・希望など積極的な授業参加を示すものを評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学人文学部東アジア地域言語学科再編改訂版『中国語
教科書』下（中野達著）800円（予価）。

◎－－－　参考書　－－－◎

『中国語学習ハンドブック（改訂版）』　ISBN 4469231528
『中国語の文法書』　ISBN 4810200345
『わかる中国語単語1000』　ISBN 9784255000220

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本学総合情報処理センターが提供しているオンラインの授
業支援システム「moodle（ムードル）」https://moodle.cis.
fukuoka-u.ac.jp/　を利用して参考資料の配付などを行いますの
で、つねにアクセスして確認してください。
・後期にはコース分けがあるので、中国コースに進もうと考
えている学生は、ここでしっかりと実力をつけておくと２年
次以降に有利です。
・やむを得ず授業を休んだ場合、その授業の内容は自分で追
いつくよう努力すること。
・授業に関するお知らせをFUポータルあるいはmoodleより
メールによって行う事があるので注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01　オリエンテーション　入門Aの復習
02　第1課　語法要点
03　第1課　本文
04　第2課　語法要点
05　第2課　本文
06　復習　　1・2課復習
07　第3課　語法要点
08　第3課　本文
09　第4課　語法要点
10　第4課　本文
11　復習　　3・4課復習
12　スピーチコンテスト課題講読　中間テスト
13　第5課　語法要点
14　第5課　本文
15　第5課　練習
16　スピーチコンテスト課題点検
17　第6課　語法要点
18　第6課　本文
19　第6課　練習
20　第7課　語法要点
21　第7課　本文
22　第7課　練習
23　第8課　語法要点
24　第8課　本文
25　第8課　練習
26　第9課　語法要点　練習1
27　第9課　語法要点　練習2
28　第9課　語法要点　練習2
29　第9課　長文講読3
30　テキスト文例暗唱試験

◎－－－　URL　－－－◎

moodle
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-1070000009-02中国語入門Ｂ「LA2」

甲斐　勝二

◎東ア:B-1

1.テキスト下巻1課～9課の基本文例を正確に発音できる。　(B-1)

2.テキスト下巻1課～9課の基本語法・基本構文を理解する。　(B-1)

3.テキスト下巻1課～9課の基本語法・基本構文を利用して初歩的な応答や作文
ができる。　(B-1)

4.1000語程度の基本語彙を習得する。　(B-1)

5.辞書を使って中国語検定4～3級程度の文章の読解ができる。　(B-1)

◎　東アジア地域言語（中国・韓国）学　　ディプロマ・ポリシー（Ｄ
Ｐ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　東アジア地域の言語文化に対する理解とそれを支える知識を有して
いる。
A-2　東アジアの地域事情に対する理解とそれを支える知識を有してい
る。
A-3　専門分野にこだわらず社会を多方面から考え、卒業後も幅広い領域
で学び続けることのできる基礎的教養を有している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　当該言語を用いて情報を収集し考察に利用できるなど、中国語、朝
鮮語のうち主とする言語の実践的運用能力を有している。
B-2　日常的な会話を行う、基本的な構文の文献が読めるなど、中国語、
朝鮮語のうち主としない言語および英語の基礎的運用能力を有してい
る。
B-3　問題を発見して調査・考察し、その結果を論説形式で報告する能力
を有している。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　価値観の異なる多様な他者を積極的に理解し、交流を図ろうとする
態度や志向性を有している。
C-2　東アジア地域社会において積極的役割を果たそうとする態度や志向
性を有している。
C-3　東アジアに対する関心を持続させ、理解と知識および語学力を絶え
ず更新していこうとする態度を有している。



2019-1070000005-01中国事情概説

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：2020/01/24　６時限　　

田村　和彦

◎－－－　概要　－－－◎

　21世紀において中国が重要な位置を占めることはいうまでも
ないが、我々はどの程度この社会を理解しているのであろう
か。この授業では、中国での生活とそれに形を与える社会や文
化といったものに対して、学問的な紹介を行うことで、中国社
会を考察する眼を養うことを目的とする。
　具体的には、各回ごとに地理や民族、宗教、社会制度、人生
儀礼などテーマを絞り、基礎的な情報を提供しつつ、現地で撮
影したＶＴＲ、教材ビデオをもとに各自の疑問を養い、更なる
関心を深めるための講義構成とする。
　各回ごとに要点をまとめた配布資料を配り、同時にそれぞれ
の方面について文献を紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国の社会文化に対する理解とそれを支える知識を有してい
る。(知識・理解)

中国の地域事情に対する理解とそれを支える知識を有してい
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業および教科書で扱ったテーマについて、自分で関連する
書籍、文章から調査をおこない、理解を深めることをもとめる
（30分）。
　日頃よりニュースなどにも注意しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　中国の社会文化事情の基礎知識に関する定着を判断する定期
試験7割、平時授業における課題(中国に関する授業で扱った基
礎知識の定着に関するミニペーパー)3割を目安に総合的に評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

毎回、プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

『ハンドブック現代中国』第4版　ISBN 9784863330634

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業に出席するだけでなく、積極的な参加態度を求め
る。各自の予習、復習、問題の考察を進めることで、自分
で考える力を養ってほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　はじめに　授業内容と進め方
２　人口と地理
３　言語、民族
４　近現代(1)清末から中華民国時期
５　近現代(2)中華人民共和国時期
６　住居　気候と典型的な家屋の分布
７　食文化　各地の料理と分布
８　中国の都市と農村　発展と格差
９　人生儀礼　誕生、結婚と死
10　宗教　社会主義国における信仰
11　人と人のつながり　家族、親族、宗族
12　自然観　風水という考え方
13　現代中国における観光
14　現代中国の抱える諸問題(格差、環境)
15　まとめ



2019-1070000005-01中国事情概説

田村　和彦

◎東ア:A-2

1.中国の社会文化に対する理解とそれを支える知識を有している。

2.中国の地域事情に対する理解とそれを支える知識を有している。　(A-2)

◎　東アジア地域言語（中国・韓国）学　　ディプロマ・ポリシー（Ｄ
Ｐ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　東アジア地域の言語文化に対する理解とそれを支える知識を有して
いる。
A-2　東アジアの地域事情に対する理解とそれを支える知識を有してい
る。
A-3　専門分野にこだわらず社会を多方面から考え、卒業後も幅広い領域
で学び続けることのできる基礎的教養を有している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　当該言語を用いて情報を収集し考察に利用できるなど、中国語、朝
鮮語のうち主とする言語の実践的運用能力を有している。
B-2　日常的な会話を行う、基本的な構文の文献が読めるなど、中国語、
朝鮮語のうち主としない言語および英語の基礎的運用能力を有してい
る。
B-3　問題を発見して調査・考察し、その結果を論説形式で報告する能力
を有している。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　価値観の異なる多様な他者を積極的に理解し、交流を図ろうとする
態度や志向性を有している。
C-2　東アジア地域社会において積極的役割を果たそうとする態度や志向
性を有している。
C-3　東アジアに対する関心を持続させ、理解と知識および語学力を絶え
ず更新していこうとする態度を有している。



2019-1070000012-01中国・韓国学入門演習「(aクラス)」（振替科目：中国・韓国学入門「13台以前」）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

間　ふさ子

◎－－－　概要　－－－◎

この科目は、1年生が大学の授業に親しみ、今後本格的な勉学
や研究を行って、最終学年に卒論を執筆できるようになるため
の基礎力の養成を目的とします。

具体的には、LTD（Learning Through Discussion）を用いたグ
ループワークを中心に、テキストの読みかた・まとめかた、議
論のしかた、ノートのとりかた、レジュメの書きかた、報告の
しかた、図書館の使いかたなどです。

大学での勉学は高校までのそれとは異なり、与えられるものを
消化していくだけではなく、自らが積極的に問題を発見し、そ
れについて考える態度が求められます。本演習でも自らが考え
判断して主体的に学んでください。

本学科では異文化に対する知識と理解力の養成を目指していま
すので、テキストはこれに沿った内容を用いる予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

東アジア地域の言語文化に関するテキストの内容を理解するこ
とができる。 (知識・理解)

東アジア地域の地域事情に関するテキストの内容を理解するこ
とができる。 (知識・理解)

グループワークにおいて個々の役目を理解し、役割を果たすこ
とができる。 (技能)

基礎的な資料検索ができる。(技能)

定められた書式に則ってレポートを執筆することができる。
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（予習）使用するテキストをあらかじめ読んでおき、分からな
い語彙などを調べ、ディスカッションの準備をする。（50分）
（復習）授業で行ったグループワークについて作業報告を作成
する。（40分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本科目が掲げる目標にどの程度到達しているかについて、下記
の３項目で総合的に評価します。
１　LTD予習ノート・作業報告書（30％）
２　期末レポート（30％）
３　討論参加の積極性、グループ発表・個人発表の出来栄えな
ど平常点（40％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配付します。

◎－－－　参考書　－－－◎

レポート・論文の書き方入門（第３版）　ISBN
9784766409697
実践・LTD話し合い学習法　ISBN 9784779501050

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

予習は必ずしっかりと行ってください。そうでないと授業
に参加できなくなります。グループワークの際にはグルー
プの一員であることを自覚し、積極的に討論に参加するこ
とが大切です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01　大学から始める「言葉の力」育成プログラム基礎編①
02　大学から始める「言葉の力」育成プログラム基礎編②
03　大学から始める「言葉の力」育成プログラム基礎編③
04　図書館情報検索演習
05　LTDオリエンテーション
06　LTD①
07　LTD②
08　LTD③
09　LTD④
10　プレゼンテーションについて、グループ発表準備
11　グループ発表
12　個人発表①
13　個人発表②
14　レポート執筆のための技法について
15　レポート下書き点検、まとめ
*授業の進み具合によって、多少の調整が生じる場合もあ
ります。



2019-1070000012-01中国・韓国学入門演習「(aクラス)」（振替科目：中国・韓国学入門「13台以前」）

間　ふさ子

◎東ア:A-1,A-2,B-3

1.東アジア地域の言語文化に関するテキストの内容を理解することができる。
　(A-1)

2.東アジア地域の地域事情に関するテキストの内容を理解することができる。
　(A-2)

3.グループワークにおいて個々の役目を理解し、役割を果たすことができる。
　(B-3)

4.基礎的な資料検索ができる。　(B-3)

5.定められた書式に則ってレポートを執筆することができる。 　(B-3)

◎　東アジア地域言語（中国・韓国）学　　ディプロマ・ポリシー（Ｄ
Ｐ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　東アジア地域の言語文化に対する理解とそれを支える知識を有して
いる。
A-2　東アジアの地域事情に対する理解とそれを支える知識を有してい
る。
A-3　専門分野にこだわらず社会を多方面から考え、卒業後も幅広い領域
で学び続けることのできる基礎的教養を有している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　当該言語を用いて情報を収集し考察に利用できるなど、中国語、朝
鮮語のうち主とする言語の実践的運用能力を有している。
B-2　日常的な会話を行う、基本的な構文の文献が読めるなど、中国語、
朝鮮語のうち主としない言語および英語の基礎的運用能力を有してい
る。
B-3　問題を発見して調査・考察し、その結果を論説形式で報告する能力
を有している。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　価値観の異なる多様な他者を積極的に理解し、交流を図ろうとする
態度や志向性を有している。
C-2　東アジア地域社会において積極的役割を果たそうとする態度や志向
性を有している。
C-3　東アジアに対する関心を持続させ、理解と知識および語学力を絶え
ず更新していこうとする態度を有している。



2019-1070000012-02中国・韓国学入門演習「(bクラス)」（振替科目：中国・韓国学入門「13台以前」）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

広瀬　貞三

◎－－－　概要　－－－◎

　この科目は、1年生が大学の授業に親しみ、今後本格的な学
習を行って、最終学年に卒論を執筆できるようになるための基
礎力の養成を目的とします。
　具体的な内容は、図書館の使い方、本の読み方、ノートの取
り方、レジュメの書き方、報告の仕方、議論の仕方などです。
　大学での勉学は高校までのそれと異なり、与えられたものを
消化していくだけでなく、自らが積極的に問題を発見し、それ
について考える態度が求められます。本演習でも自らが考え判
断して主体的に学んで下さい。
　第一に、個人がアジアに関するテーマを１つ設定して調査
し、レジュメを作成し、報告する。これを受けて、質疑応答を
する。
　第二に、班別でアジアの人物、都市、現象、事態、事件に対
するテーマを設定する。このテーマに関する新書を1冊選び、
その内容を要約して報告する。
　第三に、班別でアジアについて問いを設定して調査し、その
内容を報告する。テーマは各グループで設定する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

東アジア地域の言語文化に関するテキストの内容を理解するこ
とができる。(知識・理解)

東アジア地域の地域事情に関するテキストの内容を理解するこ
とができる。(知識・理解)

グループワークにおいて個々の役割を理解し、役割を果たすこ
とができる。(技能)

基礎的な資料検索ができる。(技能)

定められた書式に則ってレポートを執筆することができる。
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１・課題の図書を事前に充分読んでおくこと。（60分）
２・意味のわからない単語は事前に意味を調べておくこと。
（60分）
３・授業で行なった要約、報告などに関する事項をさらに調べ
ること。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ゼミナールに積極的に参加したかどうかを基準にする。学生の
報告は３回で、１回を20点満点とし、計60点とする。レポート
の提出は２回で、1つを20点満点とし、計40点とする。この2つ
で合計100点満点とし、その内容を評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配付します。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜提示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　演習科目の成否は、学生がどれだけ積極的に参加するか
にかかっています。よく調べ、よく考え、よく報告し、よ
く議論することを期待します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１・オリエンテーション
２・考える、調べる、書く、報告する
３・図書館情報検索演習
４・学生の個人報告（１）
５・学生の個人報告（２）
６・学生の個人報告（３）
７・学生の個人報告（４）
８・新書の要約を報告（１）
９・新書の要約を報告（２）
10・新書の要約を報告（３）
11・新書の要約を報告（４）
12・調査・研究の報告（１）
13・調査・研究の報告（２）
14・調査・研究の報告（３）
15・調査・研究の報告（４）



2019-1070000012-02中国・韓国学入門演習「(bクラス)」（振替科目：中国・韓国学入門「13台以前」）

広瀬　貞三

◎東ア:A-1,A-2,B-3

1.東アジア地域の言語文化に関するテキストの内容を理解することができる。
　(A-1)

2.東アジア地域の地域事情に関するテキストの内容を理解することができる。
　(A-2)

3.グループワークにおいて個々の役割を理解し、役割を果たすことができる。
　(B-3)

4.基礎的な資料検索ができる。　(B-3)

5.定められた書式に則ってレポートを執筆することができる。　(B-3)

◎　東アジア地域言語（中国・韓国）学　　ディプロマ・ポリシー（Ｄ
Ｐ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　東アジア地域の言語文化に対する理解とそれを支える知識を有して
いる。
A-2　東アジアの地域事情に対する理解とそれを支える知識を有してい
る。
A-3　専門分野にこだわらず社会を多方面から考え、卒業後も幅広い領域
で学び続けることのできる基礎的教養を有している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　当該言語を用いて情報を収集し考察に利用できるなど、中国語、朝
鮮語のうち主とする言語の実践的運用能力を有している。
B-2　日常的な会話を行う、基本的な構文の文献が読めるなど、中国語、
朝鮮語のうち主としない言語および英語の基礎的運用能力を有してい
る。
B-3　問題を発見して調査・考察し、その結果を論説形式で報告する能力
を有している。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　価値観の異なる多様な他者を積極的に理解し、交流を図ろうとする
態度や志向性を有している。
C-2　東アジア地域社会において積極的役割を果たそうとする態度や志向
性を有している。
C-3　東アジアに対する関心を持続させ、理解と知識および語学力を絶え
ず更新していこうとする態度を有している。



2019-1070000012-03中国・韓国学入門演習「(cクラス)」（振替科目：中国・韓国学入門「13台以前」）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

田村　和彦

◎－－－　概要　－－－◎

　この科目は、1年生が大学の授業に親しみ、今後本格的な勉
学や研究を行って、最終学年に卒論を執筆できるようになるた
めの基礎力の養成を目的とします。

　具体的な内容は、 図書館の使い方、本の読み方、ノートの取
り方、レジュメの書き方、報告の仕方、議論の仕方などです。

　大学での勉学は高校までのそれとは異なり、与えられるもの
を消化していくだけではなく、自らが積極的に問題を発見し、
それについて考える態度が求められます。本演習でも自らが考
え判断して主体的に学んでください。

　演習では、図書館の使い方、本の読み方、ノートの取り方、
レジュメの書き方、報告の仕方、議論の仕方などを学びます。

　第一に、中国・韓国に関するテーマを取り上げながら、文章
の読み方を確認します。

　第二に、授業で取り上げる、東アジアの現象を各自で調べ
て、発表します。

　第三に、これらの調べ、発表、議論した内容を文章化する方
法とルールを学びます(レポートの書き方)。

◎－－－　到達目標　－－－◎

東アジア地域の言語文化に関するテキストの内容を理解するこ
とができる。(知識・理解)

東アジア地域の地域事情に関するテキストの内容を理解するこ
とができる。(知識・理解)

グループワークにおいて個々の役目を理解し、役割を果たすこ
とができる。(技能)

基礎的な資料検索ができる。(技能)

定められた書式に則ってレポートを執筆することができる。
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１・課題の図書、資料を事前に充分読んでおくこと(60分)。
２・意味のわからない単語は事前に意味を調べておくこと(30
分)。
３・授業で行なった要約、報告などに関する事項をさらに調べ
ること(30分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告2回（40％）、期末レポート１回（60％）により、総合的
に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配付します。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜提示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　演習科目の成否は、学生がどれだけ積極的に参加するか
にかかっています。よく調べ、よく考え、よく報告し、よ
く議論することを期待します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１・オリエンテーション
２・文章を読む(小文読解)
３・情報をまとめる(１)
４・情報をまとめる(２)
５・図書館を利用して資料を取集する
６・情報をまとめて発表する(１)
７・情報をまとめて発表する(２)
８・情報をまとめて発表する(３)
９・レポートを書く(１)
10・レポートを書く(２)
11・発表に基づいて議論をおこなう(１)
12・発表に基づいて議論をおこなう(２)
13・発表に基づいて議論をおこなう(３)
14・発表に基づいて議論をおこなう(４)
15・まとめ



2019-1070000012-03中国・韓国学入門演習「(cクラス)」（振替科目：中国・韓国学入門「13台以前」）

田村　和彦

◎東ア:A-1,A-2,B-3

1.東アジア地域の言語文化に関するテキストの内容を理解することができる。
　(A-1)

2.東アジア地域の地域事情に関するテキストの内容を理解することができる。
　(A-2)

3.グループワークにおいて個々の役目を理解し、役割を果たすことができる。
　(B-3)

4.基礎的な資料検索ができる。　(B-3)

5.定められた書式に則ってレポートを執筆することができる。　(B-3)

◎　東アジア地域言語（中国・韓国）学　　ディプロマ・ポリシー（Ｄ
Ｐ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　東アジア地域の言語文化に対する理解とそれを支える知識を有して
いる。
A-2　東アジアの地域事情に対する理解とそれを支える知識を有してい
る。
A-3　専門分野にこだわらず社会を多方面から考え、卒業後も幅広い領域
で学び続けることのできる基礎的教養を有している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　当該言語を用いて情報を収集し考察に利用できるなど、中国語、朝
鮮語のうち主とする言語の実践的運用能力を有している。
B-2　日常的な会話を行う、基本的な構文の文献が読めるなど、中国語、
朝鮮語のうち主としない言語および英語の基礎的運用能力を有してい
る。
B-3　問題を発見して調査・考察し、その結果を論説形式で報告する能力
を有している。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　価値観の異なる多様な他者を積極的に理解し、交流を図ろうとする
態度や志向性を有している。
C-2　東アジア地域社会において積極的役割を果たそうとする態度や志向
性を有している。
C-3　東アジアに対する関心を持続させ、理解と知識および語学力を絶え
ず更新していこうとする態度を有している。



2019-1070000012-04中国・韓国学入門演習「(dクラス)」（振替科目：中国・韓国学入門「13台以前」）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

広瀬　貞三

◎－－－　概要　－－－◎

　この科目では1年生が大学の授業に親しみ、今後本格的な学
習を行っていくための基礎力の養成を目的とします。
　大学での勉学は高校までのそれと異なり、与えられたものを
消化していくだけでなく、自らが積極的に問題を発見し、それ
について考える態度が求められます。そのためにはさまざまな
文章や資料が述べていることをきちんと理解することが必要で
す。　
　演習では、図書館の使い方、本の読み方、ノートの取り方、
レジュメの書き方、報告の仕方、議論の仕方などを学びます。
　第一に、個人がアジアに関するテーマを１つ設定して調査
し、レジュメを作成し、報告する。これを受けて、質疑応答を
する。
　第二に、班別でアジアの人物、都市、現象、事態、事件に対
するテーマを設定する。このテーマに関する新書を1冊選び、
その内容を要約して報告する。
　第三に、班別でアジアについて問いを設定して調査し、その
内容を報告する。テーマは各グループで設定する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

テキストの内容をより広く深く理解することができる。(知
識・理解)

グループワークにおいて個々の役目を理解し、役割を果たすこ
とができる。(知識・理解)

定められた書式に則ってレポートを執筆することができる。
(知識・理解)

基礎的な資料検索ができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１・課題の図書を事前に充分読んでおくこと。
２・意味のわからない単語は事前に意味を調べておくこと。
３・授業で行なった要約、報告などに関する事項をさらに調べ
ること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ゼミナールに積極的に参加したかどうかを基準にする。学生の
報告は３回で、１回を20点満点とし、計60点とする。レポート
の提出は２回で、1つを20点満点とし、計40点とする。この2つ
で合計100点満点とし、その内容を評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配付します。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜提示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　演習科目の成否は、学生がどれだけ積極的に参加するか
にかかっています。よく調べ、よく考え、よく報告し、よ
く議論することを期待します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１・大学から始める「言葉の力」①
２・大学から始める「言葉の力」②
３・大学から始める「言葉の力」③
４・図書館情報検索演習
５・学生の個人報告（１）
６・学生の個人報告（２）
７・学生の個人報告（３）
８・新書の要約を報告（１）
９・新書の要約を報告（２）
10・新書の要約を報告（３）
11・新書の要約を報告（４）
12・調査・研究の報告（１）
13・調査・研究の報告（２）
14・調査・研究の報告（３）
15・調査・研究の報告（４）



2019-1070000012-04中国・韓国学入門演習「(dクラス)」（振替科目：中国・韓国学入門「13台以前」）

広瀬　貞三

◎東ア:A-1,A-2,B-3

1.テキストの内容をより広く深く理解することができる。　(A-1)

2.グループワークにおいて個々の役目を理解し、役割を果たすことができる。
　(A-2)

3.定められた書式に則ってレポートを執筆することができる。　(A-2)

4.基礎的な資料検索ができる。　(B-3)

◎　東アジア地域言語（中国・韓国）学　　ディプロマ・ポリシー（Ｄ
Ｐ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　東アジア地域の言語文化に対する理解とそれを支える知識を有して
いる。
A-2　東アジアの地域事情に対する理解とそれを支える知識を有してい
る。
A-3　専門分野にこだわらず社会を多方面から考え、卒業後も幅広い領域
で学び続けることのできる基礎的教養を有している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　当該言語を用いて情報を収集し考察に利用できるなど、中国語、朝
鮮語のうち主とする言語の実践的運用能力を有している。
B-2　日常的な会話を行う、基本的な構文の文献が読めるなど、中国語、
朝鮮語のうち主としない言語および英語の基礎的運用能力を有してい
る。
B-3　問題を発見して調査・考察し、その結果を論説形式で報告する能力
を有している。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　価値観の異なる多様な他者を積極的に理解し、交流を図ろうとする
態度や志向性を有している。
C-2　東アジア地域社会において積極的役割を果たそうとする態度や志向
性を有している。
C-3　東アジアに対する関心を持続させ、理解と知識および語学力を絶え
ず更新していこうとする態度を有している。



2019-1070000010-01朝鮮語入門Ａ「LA1」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限, 金・４時限　　試験時間割：2019/07/25　６時限　　

松﨑　真日

◎－－－　概要　－－－◎

　朝鮮語の基礎をつくる授業である。基本的な文法や語彙、ま
た音声を学ぶとともに、朝鮮語で「話す、聴く、書く、読む」
ことができるようにする。朝鮮語の基礎を習得する授業といえ
る。

　授業では、教科書の音読や、ロールプレイ、さまざまな教室
活動も取り入れる。朝鮮語を習得するということは、朝鮮語で
やり取りができるようになるということである。そのために本
授業では、学習者同士での活動や発表も行う。そのようなやり
取りを通じて、朝鮮語を体得していく時間となる。積極的な授
業参加で朝鮮語を習得してほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

朝鮮語を使い、自分の名前を書くことができる。(技能)

朝鮮語を使い、挨拶を交わすことができる。(技能)

朝鮮語で書かれた地名やメニューなど、学習した内容であれば
ハングル表示を読み取ることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・前時までの学習内容について、また次回の学習内容につい
て、それぞれ復習および予習として、教科書の音声（出版社
ホームページより無料でダウンロードが可能）を繰り返し聞く
こと。(15分)
・教科書の本文については、僅かな時間であっても毎日繰り返
し音読し、それぞれの課の学習が済んだ段階では、教科書を見
ずに音声に続けて発声（シャドーイング）できることを目標に
練習すること。(20分)
・教科書の本文については、音声を聞き、それぞれの課の学習
が済んだ段階では、それを文字として書き起こすことができる
ことを目標に練習すること。(15分)
・授業中に指示のあった宿題・課題については、事前に取り組
んだ上で授業に出席すること。(30分)
・韓国に関係するニュースや情報に触れること。また韓国映画
などを見るなど韓国文化にも触れてみること。(10分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．平常点(小テストの結果、予習の状況、課題遂行状況、授
業での積極性）５割
２．定期試験　５割（朝鮮語の機能と構造について知識理解に
ついて）

以上を目安として、総合的に判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『韓国語教本　ハングルマダン』（著者：松﨑真日、熊木
勉、金昴京、丁仁京、李秀炅）、朝日出版社、2017年、
ISBN978-4-255-55648-2

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用す
ることを勧める (幾つかの辞書があるが、特に指定はしな
い。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

週2コマの授業であるので、履修登録にあたり注意するこ
と。

語学は積み重ねですから、きちんと積み重なっていくよう
4月から予習・復習を怠らず、こつこつと学習を進めてく
ださい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　ガイダンス
第2回　ハングル・母音
第3回　子音・合成母音（1）
第4回　合成母音（2）
第5回　表記・漢字語
第6回　発音の変化
第7回　第1課　本文・語彙・表現
第8回　第1課　-   , -( )
第9回　第1課　- / , -( )
第10回　第1課　やってみよう
第11回　第2課　本文・語彙・表現
第12回　第2課　- / , 指示表現
第13回　第2課　
第14回　第2課　やってみよう
第15回　第3課　本文・語彙・表現
第16回　第3課　-  /   , -( )
第17回　第3課　- /      , - /
第18回　第3課　やってみよう
第19回　第4課　本文・語彙・表現
第20回　第4課　  /  /  /  , 存在詞
第21回　第4課　- , -
第22回　第4課　やってみよう
第23回　第5課　本文・語彙・表現
第24回　第5課　-   /   , - /
第25回　第5課　-  , -
第26回　第5課　やってみよう
第27回　第6課　本文・語彙・表現
第28回　第6課　  体
第29回　第6課　- /
第30回　第6課　やってみよう



2019-1070000010-01朝鮮語入門Ａ「LA1」

松﨑　真日

◎東ア:B-1

1.朝鮮語を使い、自分の名前を書くことができる。　(B-1)

2.朝鮮語を使い、挨拶を交わすことができる。　(B-1)

3.朝鮮語で書かれた地名やメニューなど、学習した内容であればハングル表示
を読み取ることができる。　(B-1)

◎　東アジア地域言語（中国・韓国）学　　ディプロマ・ポリシー（Ｄ
Ｐ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　東アジア地域の言語文化に対する理解とそれを支える知識を有して
いる。
A-2　東アジアの地域事情に対する理解とそれを支える知識を有してい
る。
A-3　専門分野にこだわらず社会を多方面から考え、卒業後も幅広い領域
で学び続けることのできる基礎的教養を有している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　当該言語を用いて情報を収集し考察に利用できるなど、中国語、朝
鮮語のうち主とする言語の実践的運用能力を有している。
B-2　日常的な会話を行う、基本的な構文の文献が読めるなど、中国語、
朝鮮語のうち主としない言語および英語の基礎的運用能力を有してい
る。
B-3　問題を発見して調査・考察し、その結果を論説形式で報告する能力
を有している。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　価値観の異なる多様な他者を積極的に理解し、交流を図ろうとする
態度や志向性を有している。
C-2　東アジア地域社会において積極的役割を果たそうとする態度や志向
性を有している。
C-3　東アジアに対する関心を持続させ、理解と知識および語学力を絶え
ず更新していこうとする態度を有している。



2019-1070000010-02朝鮮語入門Ａ「LA2」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限, 金・４時限　　試験時間割：2019/07/25　６時限　　

柳　忠熙

◎－－－　概要　－－－◎

　朝鮮語の基礎をつくる授業である。基本的な文法や語彙、ま
た音声を学ぶとともに、朝鮮語で「話す、聴く、書く、読む」
ことができるようにする。朝鮮語の基礎を習得する授業といえ
る。

　授業では、教科書の音読や、ロールプレイ、さまざまな教室
活動も取り入れる。朝鮮語を習得するということは、朝鮮語で
やり取りができるようになるということである。そのために本
授業では、学習者同士での活動や発表も行う。そのようなやり
取りを通じて、朝鮮語を体得していく時間となる。積極的な授
業参加で朝鮮語を習得してほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

朝鮮語を使い、自分の名前を書くことができる。(技能)

朝鮮語を使い、挨拶を交わすことができる。(技能)

朝鮮語で書かれた地名やメニューなど、学習した内容であれば
ハングル表示を読み取ることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・前時までの学習内容について、また次回の学習内容につい
て、それぞれ復習および予習として、教科書の音声（出版社
ホームページより無料でダウンロードが可能）を繰り返し聞く
こと。(15分)
・教科書の本文については、僅かな時間であっても毎日繰り返
し音読し、それぞれの課の学習が済んだ段階では、教科書を見
ずに音声に続けて発声（シャドーイング）できることを目標に
練習すること。(20分)
・教科書の本文については、音声を聞き、それぞれの課の学習
が済んだ段階では、それを文字として書き起こすことができる
ことを目標に練習すること。(15分)
・授業中に指示のあった宿題・課題については、事前に取り組
んだ上で授業に出席すること。(30分)
・韓国に関係するニュースや情報に触れること。また韓国映画
などを見るなど韓国文化にも触れてみること。(10分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．平常点(小テストの結果、予習の状況、課題遂行状況、授
業での積極性）５割
２．定期試験　５割（朝鮮語の機能と構造について知識理解に
ついて）

以上を目安として、総合的に判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『韓国語教本　ハングルマダン』（著者：松﨑真日、熊木
勉、金昴京、丁仁京、李秀炅）、朝日出版社、2017年、
ISBN978-4-255-55648-2

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用す
ることを勧める (幾つかの辞書があるが、特に指定はしな
い。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

週2コマの授業であるので、履修登録にあたり注意するこ
と。

語学は積み重ねですから、きちんと積み重なっていくよう
4月から予習・復習を怠らず、こつこつと学習を進めてく
ださい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　ガイダンス
第2回　ハングル・母音
第3回　子音・合成母音（1）
第4回　合成母音（2）
第5回　表記・漢字語
第6回　発音の変化
第7回　第1課　本文・語彙・表現
第8回　第1課　-   , -( )
第9回　第1課　- / , -( )
第10回　第1課　やってみよう
第11回　第2課　本文・語彙・表現
第12回　第2課　- / , 指示表現
第13回　第2課　
第14回　第2課　やってみよう
第15回　第3課　本文・語彙・表現
第16回　第3課　-  /   , -( )
第17回　第3課　- /      , - /
第18回　第3課　やってみよう
第19回　第4課　本文・語彙・表現
第20回　第4課　  /  /  /  , 存在詞
第21回　第4課　- , -
第22回　第4課　やってみよう
第23回　第5課　本文・語彙・表現
第24回　第5課　-   /   , - /
第25回　第5課　-  , -
第26回　第5課　やってみよう
第27回　第6課　本文・語彙・表現
第28回　第6課　  体
第29回　第6課　- /
第30回　第6課　やってみよう



2019-1070000010-02朝鮮語入門Ａ「LA2」

柳　忠熙

◎東ア:B-1

1.朝鮮語を使い、自分の名前を書くことができる。　(B-1)

2.朝鮮語を使い、挨拶を交わすことができる。　(B-1)

3.朝鮮語で書かれた地名やメニューなど、学習した内容であればハングル表示
を読み取ることができる。　(B-1)

◎　東アジア地域言語（中国・韓国）学　　ディプロマ・ポリシー（Ｄ
Ｐ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　東アジア地域の言語文化に対する理解とそれを支える知識を有して
いる。
A-2　東アジアの地域事情に対する理解とそれを支える知識を有してい
る。
A-3　専門分野にこだわらず社会を多方面から考え、卒業後も幅広い領域
で学び続けることのできる基礎的教養を有している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　当該言語を用いて情報を収集し考察に利用できるなど、中国語、朝
鮮語のうち主とする言語の実践的運用能力を有している。
B-2　日常的な会話を行う、基本的な構文の文献が読めるなど、中国語、
朝鮮語のうち主としない言語および英語の基礎的運用能力を有してい
る。
B-3　問題を発見して調査・考察し、その結果を論説形式で報告する能力
を有している。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　価値観の異なる多様な他者を積極的に理解し、交流を図ろうとする
態度や志向性を有している。
C-2　東アジア地域社会において積極的役割を果たそうとする態度や志向
性を有している。
C-3　東アジアに対する関心を持続させ、理解と知識および語学力を絶え
ず更新していこうとする態度を有している。



2019-1070000011-01朝鮮語入門Ｂ「LA1」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限, 金・４時限　　試験時間割：2020/01/20　６時限　　

柳　忠熙

◎－－－　概要　－－－◎

　朝鮮語の基礎をつくる授業である。基本的な文法や語彙、ま
た音声を学ぶとともに、朝鮮語で「話す、聴く、書く、読む」
ことができるようにする。朝鮮語の基礎を習得する授業といえ
る。

　授業では、教科書の音読や、ロールプレイ、さまざまな教室
活動も取り入れる。朝鮮語を習得するということは、朝鮮語で
やり取りができるようになるということである。そのために本
授業では、学習者同士での活動や発表も行う。そのようなやり
取りを通じて、朝鮮語を体得していく時間となる。積極的な授
業参加で朝鮮語を習得してほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

朝鮮語で数えることができる。(技能)

食堂では、メニューを読み取るだけでなく、朝鮮語で注文する
ことができる。(技能)

現在のこと（眼前のこと）だけでなく、過去の出来事や思い出
を朝鮮語で述べることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・前時までの学習内容について、また次回の学習内容につい
て、それぞれ復習および予習として、教科書の音声（出版社
ホームページより無料でダウンロードが可能）を繰り返し聞く
こと。(15分)
・教科書の本文については、僅かな時間であっても毎日繰り返
し音読し、それぞれの課の学習が済んだ段階では、教科書を見
ずに音声に続けて発声（シャドーイング）できることを目標に
練習すること。(20分)
・教科書の本文については、音声を聞き、それぞれの課の学習
が済んだ段階では、それを文字として書き起こすことができる
ことを目標に練習すること。(15分)
・授業中に指示のあった宿題・課題については、事前に取り組
んだ上で授業に出席すること。(30分)
・韓国に関係するニュースや情報に触れること。また韓国映画
などを見るなど韓国文化にも触れてみること。(10分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．平常点(小テストの結果、予習の状況、課題遂行状況、授
業での積極性）５割
２．定期試験　５割（朝鮮語の構造と機能について知識理解に
ついて）

以上を目安として、総合的に判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『韓国語教本　ハングルマダン』（著者：松﨑真日、熊木
勉、金昴京、丁仁京、李秀炅）、朝日出版社、2017年
ISBN:978-4-255-55648-2

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用す
ることを勧める (幾つかの辞書があるが、特に指定はしな
い。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

週2コマの授業であるので、履修登録にあたり注意するこ
と。

語学は積み重ねですから、きちんと積み重なっていくよう
予習・復習を怠らず、こつこつと学習を進めてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　ガイダンス、ウォーミングアップ、前期の復習
第2回　第7課　本文・語彙・表現, 否定形
第3回　第7課  -( )   ?, -( )
第4回　第7課　-( )    , やってみよう
第5回　第8課  本文・語彙・表現, -( )
第6回　第8課  -( )   , -( )
第7回　第8課   変則用言, やってみよう
第8回　第9課  本文・語彙・表現,  変則用言
第9回　第9課  -    , -( )
第10回 第9課  - -, やってみよう
第11回 第10課 本文・語彙・表現, 過去形
第12回 第10課　-  , 漢数詞
第13回 第10課 曜日と日付,  変則用言
第14回 第10課 やってみよう
第15回 第11課 本文・語彙・表現, 固有数詞、助数詞
第16回 第11課　尊敬の特殊な形、授受表現
第17回 第11課　やってみよう
第18回 第12課　本文・語彙・表現, - /
第19回 第12課　-    , -  /( )
第20回 第12課　 変則用言, やってみよう
第21回 第13課  本文・語彙・表現
第22回 第13課　-  ,-  , -  , -( )
第23回 第13課　 , - /
第24回 第13課　やってみよう
第25回 第14課　本文・語彙・表現, 現在連体形
第26回 第14課 - / ?, -( )  　
第27回 第14課　 変則用言、やってみよう
第28回 第15課　本文・語彙・表現, 過去連体形
第29回 第15課　- /   , -( )       /
第30回 第15課　-     ，やってみよう



2019-1070000011-01朝鮮語入門Ｂ「LA1」

柳　忠熙

◎東ア:B-1

1.朝鮮語で数えることができる。　(B-1)

2.食堂では、メニューを読み取るだけでなく、朝鮮語で注文することができ
る。　(B-1)

3.現在のこと（眼前のこと）だけでなく、過去の出来事や思い出を朝鮮語で述
べることができる。　(B-1)

◎　東アジア地域言語（中国・韓国）学　　ディプロマ・ポリシー（Ｄ
Ｐ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　東アジア地域の言語文化に対する理解とそれを支える知識を有して
いる。
A-2　東アジアの地域事情に対する理解とそれを支える知識を有してい
る。
A-3　専門分野にこだわらず社会を多方面から考え、卒業後も幅広い領域
で学び続けることのできる基礎的教養を有している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　当該言語を用いて情報を収集し考察に利用できるなど、中国語、朝
鮮語のうち主とする言語の実践的運用能力を有している。
B-2　日常的な会話を行う、基本的な構文の文献が読めるなど、中国語、
朝鮮語のうち主としない言語および英語の基礎的運用能力を有してい
る。
B-3　問題を発見して調査・考察し、その結果を論説形式で報告する能力
を有している。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　価値観の異なる多様な他者を積極的に理解し、交流を図ろうとする
態度や志向性を有している。
C-2　東アジア地域社会において積極的役割を果たそうとする態度や志向
性を有している。
C-3　東アジアに対する関心を持続させ、理解と知識および語学力を絶え
ず更新していこうとする態度を有している。



2019-1070000011-02朝鮮語入門Ｂ「LA2」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限, 金・４時限　　試験時間割：2020/01/20　６時限　　

松﨑　真日

◎－－－　概要　－－－◎

　朝鮮語の基礎をつくる授業である。基本的な文法や語彙、ま
た音声を学ぶとともに、朝鮮語で「話す、聴く、書く、読む」
ことができるようにする。朝鮮語の基礎を習得する授業といえ
る。

　授業では、教科書の音読や、ロールプレイ、さまざまな教室
活動も取り入れる。朝鮮語を習得するということは、朝鮮語で
やり取りができるようになるということである。そのために本
授業では、学習者同士での活動や発表も行う。そのようなやり
取りを通じて、朝鮮語を体得していく時間となる。積極的な授
業参加で朝鮮語を習得してほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

朝鮮語で数えることができる。(技能)

食堂では、メニューを読み取るだけでなく、朝鮮語で注文する
ことができる。(技能)

現在のこと（眼前のこと）だけでなく、過去の出来事や思い出
を朝鮮語で述べることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・前時までの学習内容について、また次回の学習内容につい
て、それぞれ復習および予習として、教科書の音声（出版社
ホームページより無料でダウンロードが可能）を繰り返し聞く
こと。(15分)
・教科書の本文については、僅かな時間であっても毎日繰り返
し音読し、それぞれの課の学習が済んだ段階では、教科書を見
ずに音声に続けて発声（シャドーイング）できることを目標に
練習すること。(20分)
・教科書の本文については、音声を聞き、それぞれの課の学習
が済んだ段階では、それを文字として書き起こすことができる
ことを目標に練習すること。(15分)
・授業中に指示のあった宿題・課題については、事前に取り組
んだ上で授業に出席すること。(30分)
・韓国に関係するニュースや情報に触れること。また韓国映画
などを見るなど韓国文化にも触れてみること。(10分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．平常点(小テストの結果、予習の状況、課題遂行状況、授
業での積極性）５割
２．定期試験　５割（朝鮮語の構造と機能について知識理解に
ついて）

以上を目安として、総合的に判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『韓国語教本　ハングルマダン』（著者：松﨑真日、熊木
勉、金昴京、丁仁京、李秀炅）、朝日出版社、2017年
ISBN:978-4-255-55648-2

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用す
ることを勧める (幾つかの辞書があるが、特に指定はしな
い。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

週2コマの授業であるので、履修登録にあたり注意するこ
と。

語学は積み重ねですから、きちんと積み重なっていくよう
予習・復習を怠らず、こつこつと学習を進めてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　ガイダンス、ウォーミングアップ、前期の復習
第2回　第7課　本文・語彙・表現, 否定形
第3回　第7課  -( )   ?, -( )
第4回　第7課　-( )    , やってみよう
第5回　第8課  本文・語彙・表現, -( )
第6回　第8課  -( )   , -( )
第7回　第8課   変則用言, やってみよう
第8回　第9課  本文・語彙・表現,  変則用言
第9回　第9課  -    , -( )
第10回 第9課  - -, やってみよう
第11回 第10課 本文・語彙・表現, 過去形
第12回 第10課　-  , 漢数詞
第13回 第10課 曜日と日付,  変則用言
第14回 第10課 やってみよう
第15回 第11課 本文・語彙・表現, 固有数詞、助数詞
第16回 第11課　尊敬の特殊な形、授受表現
第17回 第11課　やってみよう
第18回 第12課　本文・語彙・表現, - /
第19回 第12課　-    , -  /( )
第20回 第12課　 変則用言, やってみよう
第21回 第13課  本文・語彙・表現
第22回 第13課　-  ,-  , -  , -( )
第23回 第13課　 , - /
第24回 第13課　やってみよう
第25回 第14課　本文・語彙・表現, 現在連体形
第26回 第14課 - / ?, -( )  　
第27回 第14課　 変則用言、やってみよう
第28回 第15課　本文・語彙・表現, 過去連体形
第29回 第15課　- /   , -( )       /
第30回 第15課　-     ，やってみよう



2019-1070000011-02朝鮮語入門Ｂ「LA2」

松﨑　真日

◎東ア:B-1

1.朝鮮語で数えることができる。　(B-1)

2.食堂では、メニューを読み取るだけでなく、朝鮮語で注文することができ
る。　(B-1)

3.現在のこと（眼前のこと）だけでなく、過去の出来事や思い出を朝鮮語で述
べることができる。　(B-1)

◎　東アジア地域言語（中国・韓国）学　　ディプロマ・ポリシー（Ｄ
Ｐ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　東アジア地域の言語文化に対する理解とそれを支える知識を有して
いる。
A-2　東アジアの地域事情に対する理解とそれを支える知識を有してい
る。
A-3　専門分野にこだわらず社会を多方面から考え、卒業後も幅広い領域
で学び続けることのできる基礎的教養を有している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　当該言語を用いて情報を収集し考察に利用できるなど、中国語、朝
鮮語のうち主とする言語の実践的運用能力を有している。
B-2　日常的な会話を行う、基本的な構文の文献が読めるなど、中国語、
朝鮮語のうち主としない言語および英語の基礎的運用能力を有してい
る。
B-3　問題を発見して調査・考察し、その結果を論説形式で報告する能力
を有している。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　価値観の異なる多様な他者を積極的に理解し、交流を図ろうとする
態度や志向性を有している。
C-2　東アジア地域社会において積極的役割を果たそうとする態度や志向
性を有している。
C-3　東アジアに対する関心を持続させ、理解と知識および語学力を絶え
ず更新していこうとする態度を有している。


