
2019-1030000685-01社会言語学特講

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

杉村　孝夫

◎－－－　概要　－－－◎

社会言語学が対象とする諸領域について、具体例に即して講義
する。　
　ことばをその使い手の属性、使う場面、ことばのおこなわれ
ている社会などと関連づけて考察する。
　授業計画に示した項目にそって具体言語事象をもとに考えて
いく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

言語の変異を社会的変数によって説明できる。(知識・理解)

言語の変異に関する具体資料を収集し、社会的変数によって適
切に説明できる。(知識・理解)

生きた言葉を観察し、合理的に説明しようとする意欲がある。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

「学習ノート（授業内容の概要、授業の内容に関する調査と考
察）」を作成する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「学習ノート」40％、授業内容が理解できているか。受講生自
らの調査・考察ができているか。
定期試験45％、授業内容が理解でき、説明できるか。
授業への参加態度15％、毎回の授業内容が理解できているか。
以上を合計して評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを随時配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

社会言語学　ISBN 4273026023
言語と社会　ISBN 4004120993

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．　　社会言語学とは
２．　　社会言語学研究史上のトピック
３．　　地域社会の言語生活ー目的と調査の概要
４．　　調査項目　　　　　　　
５．　　経年調査の結果
６．　　待遇表現の実態ー松江調査の概要
７．　　２４時間調査の分析　　
８．　　属性と言語ー年齢　　　　　　　　
９．　　属性と言語ー性別
１０．　属性と言語ー場面
１１．　福岡県域ｸﾞﾛｯﾄｸﾞﾗﾑー文法と語彙　
１２．　福岡県域ｸﾞﾛｯﾄｸﾞﾗﾑーｲﾝﾄﾈｰｼｮﾝ
１３．　談話の分析ー辞去の場面
１４．　談話の分析ー経年変化
１５．　談話の分析ー配慮の表現



2019-1030000685-01社会言語学特講

杉村　孝夫

◎日文:A-1

1.言語の変異を社会的変数によって説明できる。　(A-1)

2.言語の変異に関する具体資料を収集し、社会的変数によって適切に説明でき
る。　(A-1)

3.生きた言葉を観察し、合理的に説明しようとする意欲がある。　(A-1)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000684-01心理言語学特講

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

今村　亜子

◎－－－　概要　－－－◎

ヒトはどうやってことばを使いこなすようになるのか、母語お
よび第二言語習得の過程について学んでいきます。心理学と言
語学のトピックスを、発達という観点からむすびつけ、「こと
ばの仕組み」「ことばの獲得」「ことばの運用」について理解
し、説明できるようになりましょう。また言語発達に関する障
がいや失語症などの言語障害について、脳のしくみと関連づけ
て理解できるように、配付資料や「映像」を用いて解説してい
きます。実際に行われている言語障がいがある方々たちとの出
会いや交流を紹介し、「絵」をみて「詩」を書くなど、言語的
な活動を実感する具体的なワークや、各テーマに関連した「手
記」の抄読といった機会も設けますので、心理言語学的な考察
に役立ててください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本語の成り立ちを言語発達の観点から理解し、説明できる。
(知識・理解)

言語障害から日本語の獲得と喪失について理解し、説明でき
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキスト該当箇所を読んで授業に臨んで下さい。授業を
より理解するための観察課題や、書籍の紹介を行います。各自
取り組んでください。
復習：毎回の授業のキーワードを各自で整理し、理解すること
を求めます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準：言語発達の諸相、言語の獲得と喪失の仕組みを理
解し正誤判断ができること、学術的用語や専門用語を理解し使
用できること、及び、言語障害に関連した幅広い分野の情報に
対して自分の見解を明確に記述することを評価の基準とする。
②評価方法：毎回ミニレポートを提出。定期試験実施。
③割合；定期試験70％、ミニレポート30％

◎－－－　テキスト　－－－◎

「よくわかる言語発達(改訂新版）」　岩立志津夫、小椋
たみ子編　ミネルヴァ書房(2017年）9784623080335　　

◎－－－　参考書　－－－◎

「音声表記　音素表記　記号の使い方ハンドブック」　
ISBN 978-4-7639-3051-4
「ことばの発達入門」　ISBN 4-469-11062-0
「ことばとこころ」入門心理言語学　ISBN
978-4-86399-269-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

私たちの身近に、きこえやことばの障害をもつ人がたくさ
んいます。心理言語学を言語発達の観点から学ぶと同時
に、そうした方々への理解を深め、コミュニケーションの
多様性に気づく力を期待しています。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1回目　心理言語学と言語発達
2回目　言語発達の基礎(理論）
3回目　前言語期の発達
4回目　音韻の発達と障害
5回目　語彙・統語・携帯面の発達
6回目　語用論からみた言語発達と障害
7回目　談話構造の発達・読み書きの発達
8回目　バイリンガルの言語発達、
　　　　昆虫のことば、類人猿のことば
9回目　言語発達研究史１
10回目 言語発達研究史２
11回目 言語発達の生物学的基礎１失語症
12回目 言語発達の生物学的基礎２第二言語
13回目 言語発達の障害の基礎
14回目 言語発達の障害の実際
　　　 (聴覚障害、ダウン症）
15回目まとめ



2019-1030000684-01心理言語学特講

今村　亜子

◎日文:A-1

1.日本語の成り立ちを言語発達の観点から理解し、説明できる。　(A-1)

2.言語障害から日本語の獲得と喪失について理解し、説明できる。　(A-1)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000520-01日本語学概論Ⅰ

 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・１時限　　試験時間割：2019/07/30　３時限　　

江口　正

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、自分の言葉（日本語共通語や母方言、留学生
にとっては自分の母語）を客観的に見るための方法を学んでい
きます。自分の言葉は日常的に使っているものですから、その
内側からの見方しかできず、過剰な思い入れにつながりやすい
ものです。それは裏を返すと外から客観的に見ることが難しい
ということにつながりますが、その縛りから離れなければ自分
の言葉の本来の姿を見ることはできません。
　前期の授業では、テキストに沿って言語の基本的な観察・分
析の手法を学び、日本語の様々な側面を概観していきます。語
彙、表記、音声・音韻などの様々な言葉の側面を自分の手で観
察しながら日本語がどのようなシステムであるかを考えます。
合わせて言葉に関する様々な言説に左右されず客観的な見方が
できるような姿勢を身につけていきます。
　指定された本を各自で読んでくる読書課題に取り組むことに
よって、言葉に対する興味を深めながら実際の言語研究を体験
します。このため、教科書のほかに最低一冊は日本語学関係の
本を購入して読むことになります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代日本語（方言も含む）の成り立ちや仕組みを理解し、説明
できる。(知識・理解)

日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明でき
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回、テキストあるいは配布プリントの決められた範囲を読
み、指示された内容について調べてくることを予習課題としま
す（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　毎回授業の最後に提出させるミニッツペーパーに10点、読書
課題に30点、定期試験に60点の配分とします。現代日本語の成
り立ちや仕組みを理解し説明できるか、日本語を諸言語の多様
性の中に位置づけて理解し、説明できるかを評価基準としま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『基礎日本語学』（ひつじ書房）
ISBN 978-4-89476-946-5
（このテキストは後期の日本語学概論Ⅱと2年生の「日本
語史」でも使用します）

◎－－－　参考書　－－－◎

　読書課題は授業中に指定します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　読書課題は指定された書籍（800～2000円程度）を最低
一冊は各自で購入することになります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　「言語」／「言語の研究」とは
２　「日本語」を客観的に見ること
３　語彙・語彙論(1)
４　語彙・語彙論(2)
５　語彙・語彙論(3)
６　文字・表記(1)
７　文字・表記(2)
８　語の意味(1)
９　語の意味(2)
10　音声学：音声器官、音声記号、音の分類
11　音韻論：音素分析
12　音韻論：現代日本語の母音・子音
13　音韻論：音節とモーラ、アクセント
14　音韻論：イントネーション
15　まとめ



2019-1030000520-01日本語学概論Ⅰ

江口　正

◎日文:A-1,A-3

1.現代日本語（方言も含む）の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。　
(A-1)

2.日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。　(A-3)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000521-01日本語学概論Ⅱ

 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・１時限　　試験時間割：2020/01/24　３時限　　

衣畑　智秀

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義のテーマは主に二つある。一つは言語の変異がいか
にして生じるかであり、もう一つは日本語の文法研究の諸分野
の概説である。
　前半は、日本語の諸方言を例に、いかにして言語の変異が生
まれるかを解説する。また、近年のグローバル化による伝統方
言の衰退と、その衰退を留めようとする活動について紹介す
る。
　後半は、形態論・統語論・意味論・語用論という、言語研究
の諸分野について、日本語（方言も含めて）を例に取りながら
分かりやすく解説する。これらは日本語学の分野では主に文法
論と呼ばれてきたものであるが、この授業では、高等学校まで
でならった暗記科目の文法としてではなく、我々自身の言葉を
分析できるようになることを目的として、その方法論を学んで
いく。よって、自らの言語直感と向き合い、主体的に考えても
らいたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

どのようにして方言が変異するかを説明できる。(知識・理解)

方言や言語の衰退傾向とその維持・復興について説明できる。
(知識・理解)

言語学における「語」の性質を説明できる。(知識・理解)

木構造を書いて文の曖昧性を説明できる。(知識・理解)

項と付加句の違いを説明できる。(知識・理解)

動詞を文法的に分類することができる。(知識・理解)

アスペクト・テンス・モダリティといった概念が説明できる。
(知識・理解)

文を超えた意味にどのようなものがあるか説明できる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で話した内容について復習し、毎回課される宿題を行って
次の授業に臨むこと。次回の範囲について、教科書を読んでお
くこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

宿題（40%）、定期試験（60%）で評価する。評価基準は方
言・言語の変異と文法研究の諸分野について理解できているか
による。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『基礎日本語学』（ひつじ書房）
ISBN 978-4-89476-946-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

宿題を課すため、定期試験だけを受けても単位は出ないこ
とに注意。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ガイダンス
2. 言語と方言
3. 方言の形成―伝播と分岐
4. 方言の形成―内的変化
5. 伝統方言の衰退
6. 言語の維持と復興
7. 前半のまとめ
8. 形態論ー「語」とは何か
9. 統語論ー語順と主要部
10.統語論ー項と付加句
11.意味論―動詞の分類
12.意味論―アスペクト・テンス・モダリティ
13.語用論―談話標識
14.語用論―待遇表現
15.全体のまとめ



2019-1030000521-01日本語学概論Ⅱ

衣畑　智秀

◎日文:A-1,A-3

1.どのようにして方言が変異するかを説明できる。　(A-3)

2.方言や言語の衰退傾向とその維持・復興について説明できる。　(A-3)

3.言語学における「語」の性質を説明できる。　(A-1)

4.木構造を書いて文の曖昧性を説明できる。　(A-1)

5.項と付加句の違いを説明できる。　(A-1)

6.動詞を文法的に分類することができる。　(A-1)

7.アスペクト・テンス・モダリティといった概念が説明できる。　(A-1)

8.文を超えた意味にどのようなものがあるか説明できる。　(A-1)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000649-01日本語学特講Ⅰｂ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：2019/07/25　５時限　　

衣畑　智秀

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、日本語の疑問文に関係する構文の歴史について
講義する。
　古典語では、現代語と異なり、疑問を表す助詞に「か」と
「や」があり、さらにこれらは、文末だけでなく、係り結びと
しても用いられた。これら「か」「や」の違いは何か、そし
て、それがどのように現代語へと変化していくのか。また、
「か」は、古典語では、大凡疑問文を作るために用いられてい
た。しかし、歴史変化の中で、不定「誰か」「何か」、選言
「うどんかそばを」、間接疑問「誰が来るかを知らない」など
も表すようになった。このような変化の背景には何があるの
か、これらの発達と、係り結びの衰退の間にはどのような関係
があるのか。
　本講義では、このような日本語の疑問文及びそこから派生し
た構文の歴史を追うことで、日本語の疑問文の性質及び日本語
話者の文法知識の普遍性と可変性を追究したい。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

「か」と「や」の使い分けの諸説を批判的に検討できる。(知
識・理解)

中世末までの直接疑問文の歴史の概略を説明できる。(知識・
理解)

間接疑問文の発達の仕方を説明できる。(知識・理解)

「か」による選言・不定の歴史について説明できる。(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義範囲について復習をし、課された宿題をして授業に臨むこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点（宿題及び質問表の提出、50%）と定期試験（50%）に
よって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業でハンドアウトを配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

平常点が５割を占めるため、定期試験だけを受けても単位
は出ない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ガイダンス
2.直接疑問文の歴史１
3.直接疑問文の歴史２
4.直接疑問文の歴史３
5.直接疑問文の歴史４
6.間接疑問文の発達１
7.間接疑問文の発達２
8.間接疑問文の発達３
9.間接疑問文の発達４
10.選言・不定用法の成立１
11.選言・不定用法の成立２
12.選言・不定用法の成立３
13.選言・不定用法の成立４
14.選言・不定用法の成立５
15.まとめ



2019-1030000649-01日本語学特講Ⅰｂ

衣畑　智秀

◎日文:A-1

1.「か」と「や」の使い分けの諸説を批判的に検討できる。　(A-1)

2.中世末までの直接疑問文の歴史の概略を説明できる。　(A-1)

3.間接疑問文の発達の仕方を説明できる。　(A-1)

4.「か」による選言・不定の歴史について説明できる。　(A-1)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000651-01日本語学特講Ⅱｂ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2020/01/20　５時限　　

衣畑　智秀

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、古典日本語と現代琉球語（と現代日本語）の対
照言語学的研究について講義する。
　二つの言語を比べる場合には、比較言語学的研究と対照言語
学的研究がある。前者は、二つの言語が同じ言語からどのよう
に派生したのかを研究する方法であり、後者は、二つの言語を
独立のものと見なしてその特徴を比べる方法である。後者の方
法は、「日本語と英語」のように系統関係にない言語を比べる
際に用いられるが、この講義では、あえて日本語と琉球語の系
統関係をひとまず無視し、対照言語学的に見て、両言語の文法
にどのような違いがあるかを考えてみたい。
　本講義で取り上げる話題としては、疑問文、指示詞、時制形
式を予定している。なお、現代琉球語としては、宮古島市狩俣
方言を中心に取り上げる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本語、琉球語における係り結びと不定構文の関係を説明でき
る。(知識・理解)

古代日本語の指示詞の用法について説明できる。(知識・理解)

琉球宮古語における指示詞の用法とその変化について説明でき
る。(知識・理解)

日本語と琉球宮古語の従属節のテンスについて説明できる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義範囲について復習をし、課された宿題をして授業に臨むこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点（宿題及び質問表の提出、50%）と定期試験（50%）に
よって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業でハンドアウトを配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

平常点が５割を占めるため、定期試験だけを受けても単位
は出ない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ガイダンス
2.対照言語学について
3.南琉球宮古狩俣方言について
4.疑問文の対照１
5.疑問文の対照２
6.疑問文の対照３
7.疑問文の対照４
8.指示詞の対照１
9.指示詞の対照２
10.指示詞の対照３
11.指示詞の対照４
12.時制形式の対照１
13.時制形式の対照２
14.時制形式の対照３
15.まとめ



2019-1030000651-01日本語学特講Ⅱｂ

衣畑　智秀

◎日文:A-1

1.日本語、琉球語における係り結びと不定構文の関係を説明できる。　(A-1)

2.古代日本語の指示詞の用法について説明できる。　(A-1)

3.琉球宮古語における指示詞の用法とその変化について説明できる。　(A-1)

4.日本語と琉球宮古語の従属節のテンスについて説明できる。　(A-1)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000653-01日本語学特講Ⅲｂ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：2019/07/27　５時限　　

岡野　ひさの

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は漢字についてその成り立ちを探り、それによって漢
字の面白さや不思議さに触れることを目的とします。日本語学
習者の多くが、従来の漢字を使用する文化圏の学習者から漢字
を使用しない文化圏の学習者へと変化しつつある現在、国語教
育のみならず日本語教育においても、漢字に関する知識は重要
になってきています。
　皆さんが日々使用している漢字ですが、表意文字と呼ばれる
ように基本的な漢字はある意味を持っています。その成り立ち
を知ることによって、その発想や本来の意味が分かり、今まで
とは違った視点で漢字を捉えることができるようになるでしょ
う。
　授業では実際にその元の形を書いたり、そこから何を意味す
るか考えたりします。その際グループで活動する機会も持ちま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

漢字の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

漢字についてその成り立ちを考えてくるといった課題が出され
ます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

漢字の成り立ちについて理解し説明できるようになることが、
評価基準となります。定期試験60％、平常点40％で評価しま
す。平常点は、提出物および積極的に授業に参加しているかど
うかによって評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

字統　ISBN 4-582-12806-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

漢字に興味を持っていることが望まれます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション
2.手の漢字１
3.手の漢字２
4.足の漢字１
5.足の漢字２
6.人の漢字１
7.人の漢字２
8.目の漢字１
9.目の漢字２
10.羊の漢字１
11.羊の漢字２
12.衣の漢字１
13.衣の漢字２
14.トリの漢字
15.まとめ



2019-1030000653-01日本語学特講Ⅲｂ

岡野　ひさの

◎日文:A-1

1.漢字の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。　(A-1)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000655-01日本語学特講Ⅳｂ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/22　５時限　　

岡野　ひさの

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、現代日本語におけるいくつかの語について、そ
れらがどのような意味を持ち、どのように使われるのかを考え
ます。これらは辞書にまったく記載がない、あるいは記載され
ていても非常に簡単な説明しかなく、その意味や用法を考える
ことは日本語教育などにおいて重要です。
　皆さんが日々使っている日本語ですから、自分で考えれば正
しいか正しくないかは分かります。そして、なぜ正しくないの
かあるいはなぜ不自然なのかを考えることによって、その語が
使われる規則が分かってきます。それは今まで漫然と日本語を
使用してきた人にとっては、新鮮な発見になるはずです。
　授業では自分で考える力を養うために、また理解を深めるた
めに、与えられた課題について考えたり、グループで話し合っ
たりする活動を多く取り入れます。

　
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

いくつかの語について、その意味や用法が分かる。(知識・理
解)

いくつかの語について、その類義語との違いが説明できる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

ある語の使用例、あるいはその語が使用される規則などを考え
てくる課題が課されます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日本語のいくつかの語について、その意味や用法を理解し、類
義語などとの違いが説明できるようになることが、評価基準と
なります。定期試験60％、平常点40％で評価します。平常点
は、積極的かつ協調的に授業に参加しているかどうか、および
ミニッツペーパーなどの提出物によって評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

日本語文型辞典　ISBN 4-87424-154-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

日本語に関して語の意味や用法などに興味を持ち、それら
を考えることが好きであることが望まれます。また授業で
は母語話者としての内省が求められます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション
2.語が表す意味１
3.語が表す意味２
4.これらの語の相違点
5.語が表す意味３
6.語が表す意味４
7.これらの語の相違点
8.語が表す意味５
9.語が表す意味６
10.これらの語の相違点
11.語が表す意味１
12.語が表す意味２
13.類似する語の使い分け１
14.類似する語の使い分け２
15.まとめ



2019-1030000655-01日本語学特講Ⅳｂ

岡野　ひさの

◎日文:A-1

1.いくつかの語について、その意味や用法が分かる。　(A-1)

2.いくつかの語について、その類義語との違いが説明できる。　(A-1)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000657-01日本語学特講Ⅴｂ

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

江口　正

◎－－－　概要　－－－◎

＜日本語の音声・音韻＞
　日本語学特講Ⅴbでは日本語の音声・音韻について学びま
す。
　音声学の実践的な能力、例えば細かな音声の区別を聞き取っ
たり、真似して発音したりする能力は、日本語教育・国語教
育・方言調査などにおいて非常に基礎的で重要なものです。こ
の授業では、日本語音声の諸特徴について学んだうえで音声学
的な基礎訓練(聞き取り・発音)を行ない、実践力を身につける
ことを基本的な目標とします。また、音声学がどのような研究
につながる学問分野であるか、テキストを見ながら考えていき
ます。
　なお、本講義の内容は日本語教育能力検定試験の「試験Ⅱ」
受験のために必須の知識となっています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習ではテキストの指定された範囲を読んでくることを課し
ます（60分）。復習はノートを見直すとともに、実際に発音
し、音声記号の諸特徴を覚えることを課題とします（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業への参加・発音実技20点、小テストの結果20点、定期試
験60点の配分とします。授業中、授業後（ミニッツペーパー）
に出された質問およびコメントの内容が良ければ成績に加点し
ます。日本語標準語・諸方言の音声の特徴を理解しているか、
理解だけでなく自分で発音もできるようになっているか、音韻
の基本的な分析ができるようになっているかといったことを評
価基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

川原繁人『音とことばのふしぎな世界』
ISBN 978-4-00-029644-1
（このテキストは後期の日本語学特講VIbおよび日本語教
育法Ⅲ・Ⅳでも使用する）

◎－－－　参考書　－－－◎

改訂版日本語要説　ISBN 978-4-89476-468-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業では実際に音声を聞き取り、発音することを求める
ため、授業に積極的かつ協力的に参加することが必要で
す。参考書に挙げた本も授業で使用することがあります
（日本語学概論や日本語史で使ったテキストです）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　オリエンテーション
2　音声と音の印象（音象徴）
3　音声の整理と五十音図
4　世界の言語と記述音声学
5　調音音声学と音声器官
6　音響音声学とPraat
7　知覚音声学、同じ音？違う音？
8　母音のしくみ
9　子音のしくみ
10　音節とモーラ
11　アクセント（１）
12　アクセント（２）
13　イントネーション
14　音声とコミュニケーション
15　まとめ



2019-1030000657-01日本語学特講Ⅴｂ

江口　正

◎日文:A-1

1.日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。　(A-1)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000659-01日本語学特講Ⅵｂ

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

江口　正

◎－－－　概要　－－－◎

＜現代日本語の従属節＞
　本講義は、現代日本語における様々な従属節をとりあげて文
法研究の方法を学ぶものです。
　現代日本語の従属節には「と」による引用節、「れば・た
ら」などによる条件節、「ので・から」による理由節、「なが
ら」などによる副詞節など、様々なものがあります。それらの
「文法的性質」をはかる様々な方法を学ぶことで従属節につい
ての理解を深め、さらに文法研究の方法や考え方を身につけら
れるようにしたいと思います。
　具体的には、これまで行われてきた研究をまとめた資料を題
材にこれまでの研究を振り返ります。国語教育や日本語教育で
どのように扱われているかということも題材になります。様々
な議論を紹介しつつ、問題になるところをグループディスカッ
ションすることで理解を深めていくことを目標とします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配布資料の指示された内容をよく読み、理解してくることを求
めます（60分）。授業では予習を前提として資料の内容を検討
し、問題点を見つけて討論します。討論した結果は復習として
ノートにまとめることを求めます（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業に対する参加の態度40点、定期試験60点の配分としま
す。「参加の態度」は、授業中に行うグループディスカッショ
ンの態度と、授業後（ミニッツペーパー）に出された質問およ
びコメントの内容によって判断します。様々な従属節を自分の
手で分析・説明できるようになっているかどうかを評価の基準
とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

資料プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　授業中に指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業中に行うグループディスカッションでは協調的かつ
積極的に参加することを求めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
２　従属節と主節
３　南の四分類
４　ナガラ節
５　理由節（１）
６　理由節（２）
７　ノ節・コト節（１）
８　ノ節・コト節（２）
９　引用節（１）
10　引用節（２）
11　条件節（１）
12　条件節（２）
13　関節疑問節（１）
14　関節疑問節（２）
15　まとめ



2019-1030000659-01日本語学特講Ⅵｂ

江口　正

◎日文:A-1

1.日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。　(A-1)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000646-01日本語教育法Ⅰ

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

江口　正

◎－－－　概要　－－－◎

　日本語教育法Ⅰでは、言語としての日本語の知識を、言語教
育という目的に即した形で身に付けることを第一の目的として
います。そのため、日本語を初めて習う人と同様に初級日本語
の教科書を１課ずつ見ていき、何を学ぶ／教えるべきか考えて
いきます。語彙、文法、文字、発音などの諸側面を押さえてい
き、初級レベルの日本語はどのようにして身に付けられていく
のか、その道筋を追体験していきます。様々な国の学習者に日
本語を教えてきた経験を活かし、実践に結びつく形で授業を進
めます。
　授業では、１課ごとに出てくる語彙の意味・用法や文型の特
徴を毎週調べ、教科書の例と類似した例文を作ってノートにま
とめてくることを課します。これは基礎的な作業であるが、非
常に時間と手間がかかるので覚悟してください。授業はこの予
習内容を発表させていくことによって行います。また、不定期
に小テストも行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、外国人に対
して説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

ノート作成の予習課題を毎回課します（120分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　毎週教科書の予習（ノート作成）を義務づけ、学期中に2度
ノート提出を課します。また授業では毎回多くの受講生を指名
し、考えてきたことを発表させます。また、授業の終わりに毎
回考えたことを記すよう指示します。以上、ノートに60点、授
業中の発表に20点、毎回の授業の感想に20点の配分とします。
初級日本語の教育内容を外国人に伝えられる形で身についてい
るかどうかを評価の基準とします。定期試験は行いません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

スリーエーネットワーク『みんなの日本語初級Ⅰ本冊(第2
版）』
ISBN978-4-88319-603-6

◎－－－　参考書　－－－◎

荒川洋平著『日本語教育のスタートライン』スリーエー
ネットワーク　ISBN 978-4-88319-740-8
荒川洋平『もしも…あなたが外国人に「日本語を教える」
としたら』（スリーエーネットワーク）　ISBN
978-4-88319-307-3
その他は授業中に指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎時間相当量の予習を必要とするので、そのための時間
を確保すること。欠席が多い場合、ノート提出が少ない場
合はノート点を失う。ノート提出を統一して行うために、
Ｂ５判のルーズリーフを使用すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
２　第1課、「言語教育」とは
３　第2, 3課、文字・表記
４　第4, 5課、音声
５　第6, 7課、音韻
６　第8, 9課、アクセント
７　第10, 11課、語彙
８　第12, 13課、「文型」
９　第14, 15課、活用
10　第16, 17課
11　第18, 19課、表現が持つ「機能」
12　第20, 21課、普通体／丁寧体
13　第22, 23課、複文構造
14　第24, 25課
15　まとめ



2019-1030000646-01日本語教育法Ⅰ

江口　正

◎日文:A-3

1.日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、外国人に対して説明でき
る。　(A-3)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000647-01日本語教育法Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

江口　正

◎－－－　概要　－－－◎

　前期の「日本語教育法Ⅰ」に引き続き、初級教科書の「みん
なの日本語 初級Ⅱ」をテキストとして、前期と同様の予習を進
めながら学ぶべき／教えるべき事項を整理していきます。日本
語を教えてきた経験を活かし、実践に結びつく形で授業を進め
ます。
　扱う文法事項が複雑になっていくため、前期以上に予習が大
変になります。かなりきつい一年間になりますが、すべての課
題を消化すれば、日本語を教えるための最低限の基礎知識と言
語の客観的な見方が身に付いていることになるでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、外国人に対
して説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　ノート作成の予習課題を毎回課す（120分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　毎週教科書の予習（ノート作成）を義務づけ、学期中に何度
かノート提出を課します。また授業では毎回多くの受講生を指
名し、考えてきたことを発表させます。また、授業の終わりに
毎回考えたことを記すよう指示します。以上、ノートに60点、
授業中の発表に20点、毎回の授業の感想に20点の配分としま
す。初級日本語の教育内容を外国人に伝えられる形で身につい
ているかどうかを評価の基準とします。定期試験は行いませ
ん。

◎－－－　テキスト　－－－◎

スリーエーネットワーク『みんなの日本語初級Ⅱ本冊(第2
版）』
ISBN978-4-88319-646-3

◎－－－　参考書　－－－◎

荒川洋平著『日本語教育のスタートライン』スリーエー
ネットワーク　ISBN 978-4-88319-740-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎時間相当量の予習を必要とするので、そのための時間
を確保すること。欠席が多い場合、ノート提出が少ない場
合はノート点を失います。ノート提出を統一して行うため
に、Ｂ５判のルーズリーフを使用すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション、前期の復習
２　第26、27課
３　第28、29課
４　第30、31課
５　第32、33課
６　第34、35課
７　第36、37課
８　第38、39課
９　第40、41課
10　第42、43課
11　第44、45課
12　第46、47課
13　第48、49課
14　第50課
15　初級全体のまとめ



2019-1030000647-01日本語教育法Ⅱ

江口　正

◎日文:A-3

1.日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、外国人に対して説明でき
る。　(A-3)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000686-01日本語教育法Ⅲ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

江口　正

◎－－－　概要　－－－◎

　日本語教育法Ⅲは日本語教育法Ⅰ・Ⅱの知識を前提に、日本
語の教育方法について実践的な形で身につけることを目的とし
ています。
　一般的な学校教育を受けてきた日本人は、自分の受けてきた
外国語教育の方法が語学教育の全てであると考えがちです。し
かし日本語教育では、さまざまな目的・背景を持つさまざまな
学習者に対してさまざまな教育機関で教えなければならない関
係上、決定版となる教授法は存在しません。学習者の背景・
ニーズと教える環境、教授者の能力等が許す限りで最良の教授
方法を模索・選択しながら教えることが必要となります。その
ためには、自分の受けてきた外国語教育以外にも教え方や学び
方があることを認識しなければなりません。
　授業では、テキストの範囲を決め、課題とともに読んでくる
予習を課します。授業中は予習内容を前提に、グループ討論を
通して理解を進めていきます。様々な国の学習者に日本語を教
えてきた経験を活かし、実践に結びつく形で授業を進めます。
　さらに、日本語教育をとりまくさまざまな背景を知るため
に、毎時間最初に各自が収集した新聞の切り抜きをもとに議論
する時間を設けます。学期中には数回レポートを課します。授
業中に行ったディスカッションの内容をまとめたノートの提出
を求めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、外国人に対
して説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

新聞の切り抜き、テキストの予習を毎回求めます（40分）。復
習として授業中のディスカッションの内容をノートにまとめる
ことを課します（20分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中のディスカッションへの参加・貢献に40点、ノートおよ
びレポートに60点の配点とします。日本語教育の授業を行うた
めの基礎知識を身につけ、教材研究ができるようになっている
かどうかを評価の基準とします。定期試験は行いません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐々木泰子編『ベーシック日本語教育』スリーエーネット
ワーク
ISBN978-4-89476-285-5
○日本語教育法Ⅰ・Ⅱのテキスト『みんなの日本語 初級
Ⅰ・Ⅱ』も必要

◎－－－　参考書　－－－◎

荒川洋平『もしも…あなたが外国人に「日本語を教える」
としたら』（スリーエーネットワーク）　ISBN
978-4-88319-307-3
荒川洋平『続・もしも…あなたが外国人に「日本語を教え
る」としたら』（スリーエーネットワーク）　ISBN
978-4-88319-424-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中のディスカッションを重視するため、理由なく欠席
しないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
２　社会・文化・地域(1)
３　社会・文化・地域(2)
４　言語と社会(1)
５　言語と社会(2)
６　言語と心理(1)
７　言語と心理(2)
８　言語と心理(3)
９　言語と教育(1)
10　言語と教育(2)
11　言語と教育(3)
12　教材研究(1)
13　教材研究(2)
14　教材研究(3)
15　まとめ



2019-1030000686-01日本語教育法Ⅲ

江口　正

◎日文:A-3

1.日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、外国人に対して説明でき
る。　(A-3)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000687-01日本語教育法Ⅳ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

江口　正

◎－－－　概要　－－－◎

　日本語教育法Ⅳでは前期の日本語教育法Ⅲに引き続き、日本
語の教育方法をできるだけ実践的な形で身につけることを目的
とします。
　前期で学んだ外国語教授法理論の理解を基にして、日本語の
運用能力を向上させるためのさまざまな方法と注意点について
理解を深めます。また、個々の授業はどのような構成にすれば
よいか、教育内容をどのようにして評価するか、というような
ことも考察します。日本語を教えてきた経験を活かし、実践に
結びつく形で授業を進めます。
　授業では毎時間テキストに関する課題を出し、それについて
ディスカッションすることを通して理解を進めることを基本と
します。ディスカッションでは実際に自分で考え、他人の意見
に耳を傾けて授業に積極的に参加しなければ受講の意味があり
ません。また、学期中に数回レポートを課します。前期に行っ
た日本語教育関連の新聞記事についてのディスカッションも毎
時間行い、国際感覚や問題意識を培っていきます。最終的には
一つの授業の「教育指導案」を作って提出することを求めま
す。また、授業中に行ったディスカッションの内容をまとめた
ノートの提出も課します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、外国人に対
して説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

新聞の切り抜き、テキストの予習を毎回求めます（40分）。復
習として授業中のディスカッションの内容をノートにまとめる
こと（20分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中のディスカッションへの参加・貢献に40点、ノートおよ
びレポート（教育指導案）に60点の配点とします。日本語教育
の授業を行うための基礎知識を身につけ、教育指導案が作成で
きるようになっているかどうかを評価の基準とします。定期試
験は行いません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐々木泰子編『ベーシック日本語教育』スリーエーネット
ワーク
ISBN978-4-89476-285-5
○日本語教育法Ⅰ・Ⅱのテキスト『みんなの日本語 初級
Ⅰ・Ⅱ』も必要

◎－－－　参考書　－－－◎

　前期日本語教育法Ⅲと同じ。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業中のディスカッションを重視するため、理由なく欠
席しないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション、前期の復習
２　導入と文法説明（１）
３　導入と文法説明（２）
４　導入と文法説明（３）
５　ドリルの実際（１）
６　ドリルの実際（２）
７　教材、教具について（１）
８　教材、教具について（２）
９　授業の実際（１）
10　授業の実際（２）
11　授業の実際（３）
12　授業の観察・分析・改善（１）
13　授業の観察・分析・改善（２）
14　教育指導案（１）
15　教育指導案（２）まとめ



2019-1030000687-01日本語教育法Ⅳ

江口　正

◎日文:A-3

1.日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、外国人に対して説明でき
る。　(A-3)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000225-01日本語教授法演習「11台以前」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

岡野　ひさの

◎－－－　概要　－－－◎

　この演習は、日本語を母語としない学習者に対して、効果的
に日本語が教えられるようになることを目標とします。日本語
の教育はその実施場所や学習者によって大きく異なりますが、
この演習では日本にある、いわゆる日本語学校において教える
場合を想定します。具体的には「日本語教育法」で使用したテ
キスト『みんなの日本語初級ⅠⅡ』の文法項目を日本語学校で
教えることを想定し、模擬授業を行います。
　その準備として、まず授業のビデオを見たり、教室活動を体
験したりすることにより、日本語の授業がどのようなものかを
把握します。この基礎的な知識をもとに、模擬授業のリハーサ
ルを行い、その改善点をクラス全員で考えることによって、日
本語の授業を評価し改善する能力を養います。そしてリハーサ
ルに改善を加え、最終的な模擬授業を行います。基本的に、前
期には『みんなの日本語Ⅱ』の文法項目から、後期には『みん
なの日本語Ⅰ』の文法項目から一つ選んで、模擬授業を行いま
す。
　受講者数の関係で時間的に余裕がある場合は、日本語学習者
の間違いや質問について考えたり、日本語学習者の出身地につ
いて調べたり、初級文法のテストを作成したりします。
　本演習の担当教員は日本国内はもとより海外での日本語教育
経験があり、かつ現在も留学生の日本語教育に従事しています
から、広い視野から実践的な指導を受けることができます。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

言語も文化も異なる学習者にとって、どのような授業が良いの
かを考えることができる。(知識・理解)

ある文法項目を、どのような例文や教材を用いて、どのように
説明し定着させれば良いのか、学習者の母語を考慮しながら考
えることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　模擬授業までに以下の事前学習が必要となります。まず模擬
授業で扱う項目を決め、その授業の構成および具体的な活動内
容を考え、それに必要な教材・教具を準備します。リハーサル
で改善点が指摘されるので、その点を考慮し、模擬授業に向け
て、構成、活動内容、教材・教具などを改善します。
　また時間的に余裕がある場合は、以下の点が授業時間外の学
習に加えられます。学習者の間違いや質問、学習者の出身地等
について発表する場合には、その分担した項目の発表準備が必
要となります。初級のテストを作成する場合はその作成が授業
時間外の学習となります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日本語を母語としない学習者に対して、どのように日本語を教
えるのかを理解し、実践できるようになることが評価基準とな
ります。リハーサルと模擬授業７０％、その他の発表や意見等
３０％で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　模擬授業で使用する日本語のテキストは、基本的に「日
本語教育法」で使用した『みんなの日本語初級（第２版）
ⅠⅡ』とします。

◎－－－　参考書　－－－◎

みんなの日本語初級Ⅰ（第2版）教え方の手引き　ISBN
978-4-88319-734-7
みんなの日本語初級Ⅱ（第2版）教え方の手引き　ISBN
978-4-88319-745-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

日本語教育法の単位を修得済みであることが望まれます。
実践の場として留学生のための「Language Plaza 日本語」
になんからの形で関わることが望まれます。
発表当日に無断欠席した場合は、厳格に対処するので注意
してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション①
2-3．授業のビデオを見たり、教室活動を
　　　体験したりする①
4-7．リハーサルをして改善点を考える①
8-14．模擬授業をする①
15．まとめ①

16．イントロダクション②
17-18．授業のビデオを見たり、教室活動を
　　　　体験したりする②
19-22．リハーサルをして改善点を考える②　
23-29．模擬授業をする②
30．まとめ②



2019-1030000225-01日本語教授法演習「11台以前」

岡野　ひさの

◎日文

1.言語も文化も異なる学習者にとって、どのような授業が良いのかを考えるこ
とができる。　(A-3)

2.ある文法項目を、どのような例文や教材を用いて、どのように説明し定着さ
せれば良いのか、学習者の母語を考慮しながら考えることができる。　(A-3)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000225-02日本語教授法演習「11台以前」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

岡野　ひさの

◎－－－　概要　－－－◎

　この演習は、日本語を母語としない学習者に対して、効果的
に日本語が教えられるようになることを目標とします。日本語
の教育はその実施場所や学習者によって大きく異なりますが、
この演習では日本にある、いわゆる日本語学校において教える
場合を想定します。具体的には「日本語教育法」で使用したテ
キスト『みんなの日本語初級ⅠⅡ』の文法項目を日本語学校で
教えることを想定し、模擬授業を行います。
　その準備として、まず授業のビデオを見たり、教室活動を体
験したりすることにより、日本語の授業がどのようなものかを
把握します。この基礎的な知識をもとに、模擬授業のリハーサ
ルを行い、その改善点をクラス全員で考えることによって、日
本語の授業を評価し改善する能力を養います。そしてリハーサ
ルに改善を加え、最終的な模擬授業を行います。基本的に、前
期には『みんなの日本語Ⅱ』の文法項目から、後期には『みん
なの日本語Ⅰ』の文法項目から一つ選んで、模擬授業を行いま
す。
　受講者数の関係で時間的に余裕がある場合は、日本語学習者
の間違いや質問について考えたり、日本語学習者の出身地につ
いて調べたり、初級文法のテストを作成したりします。
　本演習の担当教員は日本国内はもとより海外での日本語教育
経験があり、かつ現在も留学生の日本語教育に従事しています
から、広い視野から実践的な指導を受けることができます。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

言語も文化も異なる学習者にとって、どのような授業が良いの
かを考えることができる。(知識・理解)

ある文法項目を、どのような例文や教材を用いて、どのように
説明し定着させれば良いのか、学習者の母語を考慮しながら考
えることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　模擬授業までに以下の事前学習が必要となります。まず模擬
授業で扱う項目を決め、その授業の構成および具体的な活動内
容を考え、それに必要な教材・教具を準備します。リハーサル
で改善点が指摘されるので、その点を考慮し、模擬授業に向け
て、構成、活動内容、教材・教具などを改善します。
　また時間的に余裕がある場合は、以下の点が授業時間外の学
習に加えられます。学習者の間違いや質問、学習者の出身地等
について発表する場合には、その分担した項目の発表準備が必
要となります。初級のテストを作成する場合はその作成が授業
時間外の学習となります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日本語を母語としない学習者に対して、どのように日本語を教
えるのかを理解し、実践できるようになることが評価基準とな
ります。リハーサルと模擬授業７０％、その他の発表や意見等
３０％で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　模擬授業で使用する日本語のテキストは、基本的に「日
本語教育法」で使用した『みんなの日本語初級（第２版）
ⅠⅡ』とします。

◎－－－　参考書　－－－◎

みんなの日本語初級Ⅰ（第2版）教え方の手引き　ISBN
978-4-88319-734-7
みんなの日本語初級Ⅱ（第2版）教え方の手引き　ISBN
978-4-88319-745-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

日本語教育法の単位を修得済みであることが望まれます。
実践の場として留学生のための「Language Plaza 日本語」
になんからの形で関わることが望まれます。
発表当日に無断欠席した場合は、厳格に対処するので注意
してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション①
2-3．授業のビデオを見たり、教室活動を
　　　体験したりする①
4-7．リハーサルをして改善点を考える①
8-14．模擬授業をする①
15．まとめ①

16．イントロダクション②
17-18．授業のビデオを見たり、教室活動を
　　　　体験したりする②
19-22．リハーサルをして改善点を考える②　
23-29．模擬授業をする②
30．まとめ②



2019-1030000225-02日本語教授法演習「11台以前」

岡野　ひさの

◎日文

1.言語も文化も異なる学習者にとって、どのような授業が良いのかを考えるこ
とができる。　(A-3)

2.ある文法項目を、どのような例文や教材を用いて、どのように説明し定着さ
せれば良いのか、学習者の母語を考慮しながら考えることができる。　(A-3)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000688-01日本語教授法演習Ⅰ「12台以降」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

岡野　ひさの

◎－－－　概要　－－－◎

　この演習は、日本語を母語としない学習者に対して、効果的
に日本語が教えられるようになることを目標とします。日本語
の教育はその実施場所や学習者によって大きく異なりますが、
この演習では日本にある、いわゆる日本語学校において教える
場合を想定します。具体的には「日本語教育法」で使用したテ
キスト『みんなの日本語初級Ⅱ』の文法項目を日本語学校で教
えることを想定し、模擬授業を行います。
　その準備として、まず授業のビデオを見たり、教室活動を体
験したりすることにより、日本語の授業がどのようなものかを
把握します。この基礎的な知識をもとに、模擬授業のリハーサ
ルを行い、その改善点をクラス全員で考えることにより、日本
語の授業を評価し改善する能力を養います。そしてリハーサル
に改善を加え、最終的な模擬授業を行います。
　受講者数の関係で時間的に余裕がある場合は、日本語学習者
の間違いや質問について考えたり、日本語学習者の出身地につ
いて調べたり、初級文法のテストを作成したりします。
　本演習の担当教員は日本国内はもとより海外での日本語教育
経験があり、かつ現在も留学生の日本語教育に従事しています
から、広い視野から実践的な指導を受けることができます。

　

◎－－－　到達目標　－－－◎

言語も文化も異なる学習者にとって、どのような授業が良いの
かを考えることができる。(知識・理解)

ある文法項目を、どのような例文や教材を用いて、どのように
説明し定着させればよいのか、学習者の母語を考慮しながら考
えることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　模擬授業までに以下の事前学習が必要となります。まず模擬
授業で扱う項目を決め、その授業の構成および具体的な活動内
容を考え、それに必要な教材・教具を準備します。リハーサル
で改善点が指摘されますから、その点を考慮し、模擬授業に向
けて、構成、活動内容、教材・教具などを改善します。
　また時間的に余裕がある場合は、以下の点が授業時間外の学
習に加えられます。学習者の間違いや質問、学習者の出身地等
について発表する場合には、その分担した項目の発表準備が必
要となります。初級のテストを作成する場合はその作成が授業
時間外の学習となります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日本語を母語としない学習者に対して、どのように日本語を教
えるのかを理解し、実践できるようになることが評価基準とな
ります。リハーサルと模擬授業７０％、その他の発表や意見等
３０％として評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　模擬授業で使用する日本語のテキストは、基本的に「日
本語教育法」で使用した『みんなの日本語初級（第２版）
Ⅱ』とします。

◎－－－　参考書　－－－◎

みんなの日本語初級Ⅱ（第2版）教え方の手引き　ISBN
978-4-88319-745-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

日本語教育法の単位を修得済みであることが者まれます。
実践の場として留学生のための「Language Plaza 日本語」
になんらかの形で関わることが望まれます。
発表当日に無断欠席した場合は、厳格に対処するので注意
してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション
2-3．授業のビデオを見たり、教室活動を
　　　体験したりする
4-7．リハーサルをして改善点を考える
8-14．模擬授業をする
15．まとめ



2019-1030000688-01日本語教授法演習Ⅰ「12台以降」

岡野　ひさの

◎日文:A-3

1.言語も文化も異なる学習者にとって、どのような授業が良いのかを考えるこ
とができる。　(A-3)

2.ある文法項目を、どのような例文や教材を用いて、どのように説明し定着さ
せればよいのか、学習者の母語を考慮しながら考えることができる。　(A-3)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000688-02日本語教授法演習Ⅰ「12台以降」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

岡野　ひさの

◎－－－　概要　－－－◎

　この演習は、日本語を母語としない学習者に対して、効果的
に日本語が教えられるようになることを目標とします。日本語
の教育はその実施場所や学習者によって大きく異なりますが、
この演習では日本にある、いわゆる日本語学校において教える
場合を想定します。具体的には「日本語教育法」で使用したテ
キスト『みんなの日本語初級Ⅱ』の文法項目を日本語学校で教
えることを想定し、模擬授業を行います。
　その準備として、まず授業のビデオを見たり、教室活動を体
験したりすることにより、日本語の授業がどのようなものかを
把握します。この基礎的な知識をもとに、模擬授業のリハーサ
ルを行い、その改善点をクラス全員で考えることにより、日本
語の授業を評価し改善する能力を養います。そしてリハーサル
に改善を加え、最終的な模擬授業を行います。
　受講者数の関係で時間的に余裕がある場合は、日本語学習者
の間違いや質問について考えたり、日本語学習者の出身地につ
いて調べたり、初級文法のテストを作成したりします。
　本演習の担当教員は日本国内はもとより海外での日本語教育
経験があり、かつ現在も留学生の日本語教育に従事しています
から、広い視野から実践的な指導を受けることができます。

　

◎－－－　到達目標　－－－◎

言語も文化も異なる学習者にとって、どのような授業が良いの
かを考えることができる。(知識・理解)

ある文法項目を、どのような例文や教材を用いて、どのように
説明し定着させればよいのか、学習者の母語を考慮しながら考
えることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　模擬授業までに以下の事前学習が必要となります。まず模擬
授業で扱う項目を決め、その授業の構成および具体的な活動内
容を考え、それに必要な教材・教具を準備します。リハーサル
で改善点が指摘されますから、その点を考慮し、模擬授業に向
けて、構成、活動内容、教材・教具などを改善します。
　また時間的に余裕がある場合は、以下の点が授業時間外の学
習に加えられます。学習者の間違いや質問、学習者の出身地等
について発表する場合には、その分担した項目の発表準備が必
要となります。初級のテストを作成する場合はその作成が授業
時間外の学習となります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日本語を母語としない学習者に対して、どのように日本語を教
えるのかを理解し、実践できるようになることが評価基準とな
ります。リハーサルと模擬授業７０％、その他の発表や意見等
３０％として評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　模擬授業で使用する日本語のテキストは、基本的に「日
本語教育法」で使用した『みんなの日本語初級（第２版）
Ⅱ』とします。

◎－－－　参考書　－－－◎

みんなの日本語初級Ⅱ（第2版）教え方の手引き　ISBN
978-4-88319-745-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

日本語教育法の単位を修得済みであることが者まれます。
実践の場として留学生のための「Language Plaza 日本語」
になんらかの形で関わることが望まれます。
発表当日に無断欠席した場合は、厳格に対処するので注意
してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション
2-3．授業のビデオを見たり、教室活動を
　　　体験したりする
4-7．リハーサルをして改善点を考える
8-14．模擬授業をする
15．まとめ



2019-1030000688-02日本語教授法演習Ⅰ「12台以降」

岡野　ひさの

◎日文:A-3

1.言語も文化も異なる学習者にとって、どのような授業が良いのかを考えるこ
とができる。　(A-3)

2.ある文法項目を、どのような例文や教材を用いて、どのように説明し定着さ
せればよいのか、学習者の母語を考慮しながら考えることができる。　(A-3)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000689-01日本語教授法演習Ⅱ「12台以降」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

岡野　ひさの

◎－－－　概要　－－－◎

　この演習は、日本語を母語としない学習者に対して、効果的
に日本語が教えられるようになることを目標とします。日本語
の教育はその実施場所や学習者によって大きく異なりますが、
この演習では日本にある、いわゆる日本語学校において教える
場合を想定します。具体的には「日本語教育法」で使用したテ
キスト『みんなの日本語初級Ⅰ』の文法項目を日本語学校で教
えることを想定し、模擬授業を行います。
　その準備として、まず授業のビデオを見たり、教室活動を体
験したりすることにより、日本語の授業がどのようなものかを
把握します。この基礎的な知識をもとに、模擬授業のリハーサ
ルを行い、その改善点をクラス全員で考えることにより、日本
語の授業を評価し改善する能力を養います。そしてリハーサル
に改善を加え、最終的な模擬授業を行います。
　受講者数の関係で時間的に余裕がある場合は、日本語学習者
の間違いや質問について考えたり、日本語学習者の出身地につ
いて調べたり、初級文法のテストを作成したりします。
　本演習の担当教員は日本国内はもとより海外での日本語教育
経験があり、かつ現在も留学生の日本語教育に従事しています
から、広い視野から実践的な指導を受けることができます。

　

◎－－－　到達目標　－－－◎

言語も文化も異なる学習者にとって、どのような授業が良いの
かを考えることができる。(知識・理解)

ある文法項目について、どのような例文や教材を用いて、どの
ように説明し定着させればよいのか、学習者の母語を考慮しな
がら考えることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　模擬授業までに以下の事前学習が必要となります。まず模擬
授業で扱う項目を決め、その授業の構成および具体的な活動内
容を考え、それに必要な教材・教具を準備します。リハーサル
で改善点が指摘されるので、その点を考慮し、模擬授業に向け
て、構成、活動内容、教材・教具などを改善します。
　また時間的に余裕がある場合は、以下の点が授業時間外の学
習に加えられます。学習者の間違いや質問、学習者の出身地等
について発表する場合には、その分担した項目の発表準備が必
要となります。初級のテストを作成する場合はその作成が授業
時間外の学習となります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日本語を母語としない学習者に対して、どのように日本語を教
えるのかを理解し、実践できるようになることが評価基準とな
ります。リハーサルと模擬授業７０％、その他の発表や意見等
３０％で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　模擬授業で使用する日本語のテキストは、基本的に「日
本語教育法」で使用した『みんなの日本語初級（第２版）
Ⅰ』とします。

◎－－－　参考書　－－－◎

みんなの日本語初級Ⅰ（第2版）教え方の手引き　ISBN
978-4-88319-734-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　日本語教育法の単位を修得済みの者が望まれます。
実践の場として留学生のための「Language Plaza 日本語」
になんらかの形で関わることが望まれます。
発表当日に無断欠席した場合は、厳格に対処するので注意
してくだい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション
2-3．授業のビデオを見たり、教室活動を
　　　体験したりする
4-7．リハーサルをして改善点を考える
8-14．模擬授業をする
15．まとめ



2019-1030000689-01日本語教授法演習Ⅱ「12台以降」

岡野　ひさの

◎日文:A-3

1.言語も文化も異なる学習者にとって、どのような授業が良いのかを考えるこ
とができる。　(A-3)

2.ある文法項目について、どのような例文や教材を用いて、どのように説明し
定着させればよいのか、学習者の母語を考慮しながら考えることができる。　
(A-3)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000689-02日本語教授法演習Ⅱ「12台以降」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

岡野　ひさの

◎－－－　概要　－－－◎

　この演習は、日本語を母語としない学習者に対して、効果的
に日本語が教えられるようになることを目標とします。日本語
の教育はその実施場所や学習者によって大きく異なりますが、
この演習では日本にある、いわゆる日本語学校において教える
場合を想定します。具体的には「日本語教育法」で使用したテ
キスト『みんなの日本語初級Ⅰ』の文法項目を日本語学校で教
えることを想定し、模擬授業を行います。
　その準備として、まず授業のビデオを見たり、教室活動を体
験したりすることにより、日本語の授業がどのようなものかを
把握します。この基礎的な知識をもとに、模擬授業のリハーサ
ルを行い、その改善点をクラス全員で考えることにより、日本
語の授業を評価し改善する能力を養います。そしてリハーサル
に改善を加え、最終的な模擬授業を行います。
　受講者数の関係で時間的に余裕がある場合は、日本語学習者
の間違いや質問について考えたり、日本語学習者の出身地につ
いて調べたり、初級文法のテストを作成したりします。
　本演習の担当教員は日本国内はもとより海外での日本語教育
経験があり、かつ現在も留学生の日本語教育に従事しています
から、広い視野から実践的な指導を受けることができます。

　

◎－－－　到達目標　－－－◎

言語も文化も異なる学習者にとって、どのような授業が良いの
かを考えることができる。(知識・理解)

ある文法項目について、どのような例文や教材を用いて、どの
ように説明し定着させればよいのか、学習者の母語を考慮しな
がら考えることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　模擬授業までに以下の事前学習が必要となります。まず模擬
授業で扱う項目を決め、その授業の構成および具体的な活動内
容を考え、それに必要な教材・教具を準備します。リハーサル
で改善点が指摘されるので、その点を考慮し、模擬授業に向け
て、構成、活動内容、教材・教具などを改善します。
　また時間的に余裕がある場合は、以下の点が授業時間外の学
習に加えられます。学習者の間違いや質問、学習者の出身地等
について発表する場合には、その分担した項目の発表準備が必
要となります。初級のテストを作成する場合はその作成が授業
時間外の学習となります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日本語を母語としない学習者に対して、どのように日本語を教
えるのかを理解し、実践できるようになることが評価基準とな
ります。リハーサルと模擬授業７０％、その他の発表や意見等
３０％で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　模擬授業で使用する日本語のテキストは、基本的に「日
本語教育法」で使用した『みんなの日本語初級（第２版）
Ⅰ』とします。

◎－－－　参考書　－－－◎

みんなの日本語初級Ⅰ（第2版）教え方の手引き　ISBN
978-4-88319-734-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　日本語教育法の単位を修得済みの者が望まれます。
実践の場として留学生のための「Language Plaza 日本語」
になんらかの形で関わることが望まれます。
発表当日に無断欠席した場合は、厳格に対処するので注意
してくだい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション
2-3．授業のビデオを見たり、教室活動を
　　　体験したりする
4-7．リハーサルをして改善点を考える
8-14．模擬授業をする
15．まとめ



2019-1030000689-02日本語教授法演習Ⅱ「12台以降」

岡野　ひさの

◎日文:A-3

1.言語も文化も異なる学習者にとって、どのような授業が良いのかを考えるこ
とができる。　(A-3)

2.ある文法項目について、どのような例文や教材を用いて、どのように説明し
定着させればよいのか、学習者の母語を考慮しながら考えることができる。　
(A-3)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000418-01日本語史Ⅰ

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

衣畑　智秀

◎－－－　概要　－－－◎

　高等学校の古典では、平安時代の言葉をもとに、古典文法の
教科書が書かれている。しかし、平安時代の言葉は、「日本
語」の始まりでもないし、終わりでもない。また、日本語史の
資料から分かることは、文法だけではない。
　日本人は、どのようにして文字を使い、自らの言葉を記し始
めたのだろうか。また、どのように独自の文字である平仮名・
片仮名を手にしたのだろうか。そして、その記された文字か
ら、我々は当時の日本語のどのような性質を読み取ることがで
きるのだろか。また、それらに記された文法は、これまで学ん
できた「古典文法」とどのように共通しどのように違っている
のだろうか。そして、古典文法は、その後どのように変わって
いくのだろうか。いや、そもそも、古典文法が読み取れる資料
だけが、当時の日本語だったのだろうか。
　本講義では、上のような疑問を中心に、日本語の歴史のう
ち、上代から院政鎌倉期までの資料、表記、音韻、文法、語彙
について解説していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

上代の表記法について説明できる。(知識・理解)

上代にどのような音節があったと推定されるか、その根拠も含
めて説明できる。(知識・理解)

仮名の成り立ちや使用者について説明できる。(知識・理解)

平安から鎌倉時代に起こった音韻変化について説明できる。
(知識・理解)

古典語の動詞活用がどのようなものか、適切に説明できる。
(知識・理解)

接続助詞の発達について説明できる。(知識・理解)

古辞書の種類や成り立ちについて説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業後には講義内容を見直し、宿題をして次の授業に臨むこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

宿題（40%）及び定期試験（60%）により評価する。上代から
鎌倉院政期の表記、音韻、文法、語彙、文体について基礎知識
が習得できているかが評価基準になる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

工藤浩他『改訂版・日本語要説』（ひつじ書房　1,900円
＋税）【ISBN978-4-89476-468-2　C1080】

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

宿題の提出が成績評価の大きなウェイトを占めるため、定
期試験だけを受けても単位は出ないことに注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ガイダンス
2. 上代の資料と表記：散文
3. 上代の資料と表記：韻文
4. 上代語の音節
5. 上代特殊仮名遣
6. 平仮名の発達
7. 片仮名の発達
8. 音節の合流
9. ハ行音の歴史
10.平安時代の動詞活用
11.動詞活用の歴史１
12.動詞活用の歴史２
13.仮名文の特徴と助詞の変化
14.古辞書の世界
15.まとめ



2019-1030000418-01日本語史Ⅰ

衣畑　智秀

◎日文:A-1

1.上代の表記法について説明できる。　(A-1)

2.上代にどのような音節があったと推定されるか、その根拠も含めて説明でき
る。　(A-1)

3.仮名の成り立ちや使用者について説明できる。　(A-1)

4.平安から鎌倉時代に起こった音韻変化について説明できる。　(A-1)

5.古典語の動詞活用がどのようなものか、適切に説明できる。　(A-1)

6.接続助詞の発達について説明できる。　(A-1)

7.古辞書の種類や成り立ちについて説明できる。　(A-1)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000419-01日本語史Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：2020/01/22　１時限　　

山縣　浩

◎－－－　概要　－－－◎

　高等学校までの文法教育では、平安時代中期の京都方言に基
づく「文語文法」と現代東京方言を基盤とする全国共通語に基
づく「口語文法」が高等学校と中学校で別々に扱われる。この
ため、両者の歴史的な関連は等閑視され、基盤となることばの
地域差は無視されている。
　例えば、動詞の場合、活用の種類は文語文法で９種、口語文
法で５種設定してあるが、９種から５種へはいつ頃どのような
言語現象によって変化したのか、周知の事実となっていない。
また、形容詞の場合、文語文法ではク活用とシク活用が区別さ
れるが、どのように区別が消滅したかも同様であろう。また、
ことばの地域差のため、文語文法と口語文法で対応しない活用
語尾が少なくないことは殆ど知られていない。
　本講義では、文語文法の体系の崩れ始める鎌倉時代から江戸
時代前半までの京坂語について文法・語彙を中心に概観しなが
ら、関連する音韻・文体などの諸現象にも言及する。
　このとき、歴史的事実を文献資料で追うだけでなく、現代日
本語諸方言との関連を重視し、諸現象の残存状況を参照して変
化相を立体的に捉える。

　

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本語の歴史的な研究にかかる基本概念について理解し、それ
らを正確に説明できる。(知識・理解)

文法の基礎的な知識を踏まえて、文語文法と口語文法の繋が
り、活用語における両者の形態・用法上の関連性などについ
て、適切に説明できる。(知識・理解)

現代日本語の仕組みや使い方について、近代日本語史の観点か
ら具体的に説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習として、口語文法・文語文法の復習を日常的に行
い、講義前日には前回の講義のノート・資料を熟読しておくこ
と（60分）。
　事後学習として、講義で話題にした専門用語を参考書に示し
た日本語学関係の事典類で調べ、内容の確認を行っておくこ
と。また講義中にその内容に関連する記述が別記・テキストの
どの箇所に存するか指示する。その部分は、講義内容とどのよ
うに関連するかを考え、読み直しておくこと（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　日本語の歴史的な研究にかかる基本概念、文語文法と口語文
法の繋がり、現代日本語の諸現象の歴史的な位置付けなどを理
解し、それを自らの言葉で分かりやすく正確に説明できるかな
どを最低基準とする、定期試験の結果によって評価する。原則
的に定期試験の結果70％、授業中に課す知識や理解度を確認す
る提出物（小課題）の内容30％とする。
　なお、提出物は、コメントを記して返却するだけでなく、代
表的なものを授業内で紹介し、講義内容の振り返りとする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

工藤　浩他『改訂版・日本語要説』（ひつじ書房　1,900
円＋税）【ISBN978-4-89476-468-2　C1080】を利用するこ
とがある。準備しておくこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

大木一夫(2013)『ガイドブック日本語史』ひつじ書房
佐藤・前田他編(2014)『日本語大事典上・下』朝倉書店
日本語学会編(2018)『日本語学大辞典』東京堂出版
日本語文法学会編(2014)『日本語文法事典』大修館書店
飛田良文編(2007)『日本語学研究事典』明治書院

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業内容がどの程度理解でき、身に付いているかなどを
確認する小課題を３・４回授業中に課し、提出してもら
う。この提出状況と内容も評価対象とするので、真摯に受
講すること。
　なお、受講者の中には、口語文法・文語文法に関する基
礎的知識を欠く者が存する。不安を覚える者は、中学校・
高等学校の教科書・参考書を携帯し、見直しに努めるこ
と。
　本講義は、過去の日本語を対象とするため、文語文法や
古文への理解を必要とする。このため、交換留学生には理
解不能な点が多い。しかし、成績評価は、特別な考慮（試
験時の辞書持ち込みなど）は行なわず一般の受講生と同じ
基準で行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション（受講生の実態の把握、講義の目
標・内容などの説明）
２　近代語総説
３　文語文法と口語文法
４　活用の種類と活用形の変遷
５　連体形終止法の一般化
６　二段活用の一段化
７　四段活用・ナ行変格活用・「蹴る」の五段化
８　現代諸方言の二段活用・ナ行変格活用
９　形容動詞の変遷
10　現代諸方言の形容動詞語尾と断定の助動詞
11　助詞・助動詞の変遷
12　敬語の変遷
13　語彙・意味の歴史
14　方言の歴史
15　文体の変遷



2019-1030000419-01日本語史Ⅱ

山縣　浩

◎日文:A-1

1.日本語の歴史的な研究にかかる基本概念について理解し、それらを正確に説
明できる。　(A-1)

2.文法の基礎的な知識を踏まえて、文語文法と口語文法の繋がり、活用語にお
ける両者の形態・用法上の関連性などについて、適切に説明できる。　(A-1)

3.現代日本語の仕組みや使い方について、近代日本語史の観点から具体的に説
明できる。　(A-1)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000522-01日本文学概論Ⅰ

 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：木・５時限　　試験時間割：2019/07/26　４時限　　

永井　太郎

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、明治のはじめから大正までの日本近代文学の流
れを概観する。坪内逍遥の「小説神髄」登場以降の、主要な文
芸思潮を時代順に説明していく。作品の内容を丁寧に紹介する
ことで、そうした思潮の内容が具体的に理解できるようにす
る。ジャンルとしては、小説が中心になる。また、本講義は後
期の日本文学概論Ⅱと、内容的にセットになっているので、二
つを同時に取ることが望ましい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

明治から大正までの、近代文学の主だった、作家・作品・文芸
思潮について説明できる。(知識・理解)

日本の近代文学を外国文学との比較の中で理解し、説明でき
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内容に該当するテキストの箇所を読んでおくこと（６０
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

明治から大正までの作家や作品、文芸思潮について正確に説明
できるかどうかを評価の基準とする。
評価方法は定期試験による。

◎－－－　テキスト　－－－◎

三好行雄「日本の近代文学」（はなわ新書）

◎－－－　参考書　－－－◎

特にない

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

日本文学概論とあるが実際は日本近代文学史である。ま
た、近代文学史の説明上、日本の近代史についても言及す
るので、ある程度日本の近代史について知っていることが
望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　近代文学について
２　明治初期の文学
３　政治小説
４　「小説神髄」と二葉亭四迷のリアリズム
５　言文一致
６　尾崎紅葉と硯友社
７　森鴎外と「文学界」
８　日清戦争後の小説
９　社会小説と前期自然主義
10　自然主義
11　夏目漱石と森鴎外
12　耽美派
13　白樺派
14　大正の自然主義
15　新思潮派



2019-1030000522-01日本文学概論Ⅰ

永井　太郎

◎日文:A-2,A-4

1.明治から大正までの、近代文学の主だった、作家・作品・文芸思潮について
説明できる。　(A-2)

2.日本の近代文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。　(A-4)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000523-01日本文学概論Ⅱ

 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・５時限　　試験時間割：2020/01/21　４時限　　

國生　雅子、中野和典

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は日本文学概論として、明治以降の近代文学史の講義
を行う。
講義の前半では「日本文学概論Ⅰ」に続き昭和期から現在に至
るまでの日本文学の歴史を散文を中心に概観する。後半では、
詩歌のジャンルを取り上げ、明治以降の近代詩歌史を概観す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本近代文学史を理解し、説明できる。(知識・理解)

日本近代文学が西洋文学の影響下に成立した事情を理解し、説
明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で取り扱った作品以外も積極的に読むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中に行う中間テスト5割、定期試験5割によって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

三好行雄「日本の近代文学」（はなわ新書）
プリント

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義は近代文学史という内容の性格上、日本文学概論
Ⅰとセットで受講することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　新感覚派　（中野）
　２　プロレタリア文学　（中野）
　３　戦時下の文学　（中野）
　４　無頼派　（中野）
　５　戦後派　（中野）
　６　第三の新人　（中野）
　７　内向の世代　（中野）
　８　現在の日本文学・中間試験　（中野）
　９　詩歌の近代　（國生）
１０　新体詩・唱歌・讃美歌　（國生）
１１　短歌と俳句の改革　（國生）
１２　明治30年代の詩歌　（國生）
１３　象徴詩から口語自由詩へ　（國生）
１４　モダニズムの時代　（國生）
１５　現代の抒情　（國生）



2019-1030000523-01日本文学概論Ⅱ

國生　雅子、中野和典

◎日文:A-2,A-4

1.日本近代文学史を理解し、説明できる。　(A-2)

2.日本近代文学が西洋文学の影響下に成立した事情を理解し、説明できる。　
(A-4)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000414-01日本文学史Ⅰ

 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：水・４時限　　試験時間割：2019/07/24　５時限　　

衣畑　智秀、田坂　順子

◎－－－　概要　－－－◎

　日本文学史は古典文学の流れを対象としており、明治以降の
所謂近代・現代文学の流れについては、日本文学概論で扱うこ
ととする。
　文学史の時代区分や呼び方は様々であるが、政治の中心がお
かれた場所による奈良時代・平安時代・鎌倉室町時代・江戸時
代に相当するのが、上代・中古・中世・近世という分け方であ
る。このうち、前期（日本文学史Ⅰ）においては上代・中古、
後期（日本文学史Ⅱ）においては中世・近世の文学史を取り上
げることとする。
　文学の流れを通時的・共時的に捉える中で、興味をもった作
品や作家については、各自で自主的に調べたり読んだりして、
更に深めていってもらいたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

祝詞や宣命がどのようなものか説明できる。(知識・理解)

古事記と日本書紀の違いについて説明できる。(知識・理解)

上代歌謡の特殊性や歌体について説明できる。(知識・理解)

万葉集の作者や文学史的内容について説明できる。(知識・理
解)

万葉集と古今集の違いとその違いが生じた理由を説明できる。
(知識・理解)

平安時代の代表的文学作品を三つあげ、その内容を説明でき
る。(知識・理解)

土佐日記以前の日記について説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

指定された教科書の範囲を読んで授業に臨むこと。講義された
内容が理解できたか、講義ノートを見返して確認すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　上代・中古それぞれの講義が終了した時点で、テストを行
う。この２回のテスト（30%ずつ）と定期試験（40%）の合計
が成績となる。評価は、上代・中古の文学資料についての理解
が基準となる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『日本古典文学史』（暁印書館）
ISBN9784870155152

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

前期定期試験の前に中間テストがある。これを受講しない
と履修に必要な成績が得られないので、必ず受験するこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　上代文学史１　（衣畑）
２　上代文学史２　（衣畑）
３　上代文学史３　（衣畑）
４　上代文学史４　（衣畑）
５　上代文学史５　（衣畑）
６　上代文学史６　（衣畑）
７　上代文学史７　（衣畑）
８　中古文学史１　（田坂）
９　中古文学史２　（田坂）
10　中古文学史３　（田坂）
11　中古文学史４　（田坂）
12　中古文学史５　（田坂）
13　中古文学史６　（田坂）
14　中古文学史７　（田坂）
15　中古文学史８　（田坂）



2019-1030000414-01日本文学史Ⅰ

衣畑　智秀、田坂　順子

◎日文:A-2

1.祝詞や宣命がどのようなものか説明できる。　(A-2)

2.古事記と日本書紀の違いについて説明できる。　(A-2)

3.上代歌謡の特殊性や歌体について説明できる。　(A-2)

4.万葉集の作者や文学史的内容について説明できる。　(A-2)

5.万葉集と古今集の違いとその違いが生じた理由を説明できる。　(A-2)

6.平安時代の代表的文学作品を三つあげ、その内容を説明できる。　(A-2)

7.土佐日記以前の日記について説明できる。　(A-2)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1030000415-01日本文学史Ⅱ

 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：水・４時限　　試験時間割：2020/01/16　５時限　　

山田　洋嗣、高橋　昌彦

◎－－－　概要　－－－◎

　日本文学史は幕末維新期以前を対象とし、明治期以後の近代
については日本文学概論で扱う。そのうち日本文学史Ⅱは平安
時代末の院政期から幕末維新期までにわたる、いわゆる中世、
近世の文学史である。
　初めに総括的な文学史論、中世論、近世論を講じて文学史の
意味あるいは捉えかたといったものを考え、その後それぞれ時
代、分野にわたる文学史の各論に及ぶ。なお、この各論は、時
代、分野ごとにそれぞれの専門によって、文学史上の諸問題を
講ずる。概説的にならないよう、各講師の最も得意な分野につ
いて行ない、なるべく多くの作品も紹介して、受講者が将来の
研究対象を発見し、またその研究の動向、方法などについての
知識を持つことができるように方向づけたい。したがって、文
学史を網羅的に見渡し、基礎的事実についての常識を養うに
は、自己学習によることが求められる。また授業の展開に応じ
て平素から多くの作品を読んでおく必要がある。
　指定のテキストは文学史の教科書として書かれたものである
が、必要最小限のことしか記述されていない。より深く学習す
るためには、テキストに掲載されている作品を読み込んで自分
なりの感想を持ち、参考書にあげた文学史をも繙いて、これを
出発点として自分自身の文学史を厚みのあるものとして組み立
てていくべきである。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本文学の特質を理解し、説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　受講者は授業前に教科書の予習を行い、取り上げられる作品
をできる限り読んでおくこと。テキストの他、参考書にあげた
文学史や辞書類によって、時代や事象、作品、作者などの予備
的知識を得ておくこと。事前・事後に各一時間程度の学習を要
する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　中世の部分は授業の中でテストを行い、近世の部分は定期試
験による。授業の内容をふまえ、受講者が自ら調査した内容を
加えたものをまとめる内容を記述し、授業内容の理解、調査考
察の力、記述力などを評価の基準とする。中世、近世ともに
50％の割合で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『日本古典文学史』（暁印書館）

◎－－－　参考書　－－－◎

『日本文学全史』（学燈社）
『日本文芸史』（河出書房新社）
小西甚一『日本文芸史』（講談社）
『日本文学史』（有斐閣選書）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業の進展に従って受講者自身がそれに関わる作品に自
らふれることが望まれる。試験の内容のほか、出席を重視
する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　中世文学概論１　（山田）
２　中世文学概論２　（山田）
３　中世文学各論１　（山田）
４　中世文学各論２　（山田）
５　中世文学各論３　（山田）
６　中世文学各論４　（山田）
７　中世文学各論５　（山田）
８　まとめとテスト　（山田）
９　近世文学概論１　（高橋）
10　近世文学概論２　（高橋）
11　近世文学各論１　（高橋）
12　近世文学各論２　（高橋）
13　近世文学各論３　（高橋）
14　近世文学各論４　（高橋）
15　近世文学各論５　（高橋）



2019-1030000415-01日本文学史Ⅱ

山田　洋嗣、高橋　昌彦

◎日文:A-2

1.日本文学の特質を理解し、説明できる。　(A-2)

◎　日本語日本文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本語の成り立ちや仕組みを理解し、説明できる。
A-2　日本文学の特質を理解し、説明できる。
A-3　日本語を諸言語の多様性の中に位置づけて理解し、説明できる。
A-4　日本文学を外国文学との比較の中で理解し、説明できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　各時代の背景・文化の中で、作品の本文に沿った、高度な古典読解
能力を持つ。
B-2　伝えるべき内容の要点を整理し、正確に文章を書ける。
B-3　日本語や日本文学に関する研究文献を収集し、適切に読解できる。
B-4　日本語日本文学の専門的な事項について、発表や討論などの高度な
コミュニケーションを行うことができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学・社会科学・自然科学に亘る幅広い分野への学習に取り組
む意欲がある。
C-2　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢をそなえている。
C-3　自ら進んで日本語や日本文学に関する学術的問題を新しく設定し、
その問題に取り組む積極性を持つ。



2019-1020000630-01日本の文化と歴史Ａ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/07/26　６時限　　

西谷　正浩

◎－－－　概要　－－－◎

中世国家・荘園制・中世人の秩序観念や時間意識など、日本の
中世社会に関する基本的なテーマをとりあげ、日本中世の社会
構造や文化の特質について講述する。
事前学習は課さない。事後学習として、とくに提出は求めない
が、毎回の講義においてその回のテーマに関する課題（1000字
程度の論述問題）を提示する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本中世史の基礎的な理論や専門的な知識を習得し、現代世界
の形成過程を歴史的な視点から説明できる。(知識・理解)

日本中世史の知識を吸収し、自らの専門分野と総合させなが
ら、人間存在への理解を深めることができる。(知識・理解)

歴史学の知識と複眼的な思考力をもって、現代社会や地域社会
への貢献を目指す志向性をもつ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事後学習として、講義においてその回のテーマに関する課題
（1000字程度の論述問題）を提示する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末におこなう定期試験に基づいて評価します。授業中にだし
た課題についてどれだけ理解できているか、それを自らの言葉
で明確に説明できているかという点を評価の基準とします。ま
た、そのほかに、平素の授業態度（「履修上の留意点」を参
照）については、評価の際に適宜考慮します。なお、講義の際
に出席はとりませんが、試験問題は講義テーマから出題します
から、出席率の低さや授業態度は、成績と強い相関関係がある
ことが予想されます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

西谷正浩『日本中世の所有構造』塙書房　ISBN
4-8273-1206-0
永原慶二『日本の中世社会』岩波書店　ISBN
978-40002666743
佐藤進一『日本の中世国家』岩波書店　ISBN
978-4-00-6000173-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業は教師と受講生が協同して作りだすものです。授業中
において他人の勉学意欲をそぐような行為は許されない。
以下のクラス・ルールを遵守してください。
１．授業に遅刻しない。授業中、無断退出は禁止。
２．授業中に私語をしない。スマートフォンを扱わない。
また関係のないことを書いたり、関係のない本を読んだり
してはいけない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス
２　｢中世｣の発見
３　中世社会の胎動－平安期の自然と社会
４　荘園制社会の成立
５　鎌倉幕府の成立
６　御成敗式目とその時代
７ 「鹿子木荘事書」成立の背景－徳政と展開と荘園制の
変容
８　徳政の時代－鎌倉時代
９　公武統一政権の成立
10　血筋の力－中世の秩序1
11　一揆の力－中世の秩序2　
12　喧嘩両成敗－中世の秩序3
13　時間－中世人の生活世界1
14　夢－中世人の生活世界2
15　神と仏－中世人の生活世界3



2019-1020000630-01日本の文化と歴史Ａ

西谷　正浩

◎歴史:A-2,A-3,C-3

1.日本中世史の基礎的な理論や専門的な知識を習得し、現代世界の形成過程を
歴史的な視点から説明できる。　(A-2)

2.日本中世史の知識を吸収し、自らの専門分野と総合させながら、人間存在へ
の理解を深めることができる。　(A-3)

3.歴史学の知識と複眼的な思考力をもって、現代社会や地域社会への貢献を目
指す志向性をもつ。　(C-3)

◎　歴史学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本史および世界史の基本的な内容について十分な知識を持ち、世
界における歴史の多様性と共通性を理解し、説明できる。
A-2　歴史学の基礎的な理論や専門的な知識を習得し、現代世界の形成過
程を歴史的な視点から説明できる。
A-3　他分野の知識を吸収し、歴史学と総合させながら、人間存在への理
解を深めることができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　古文・漢文・外国語などの文字資料の読解、または遺跡や遺物など
の考古資料の実測と製図を行ない、その意味内容を説明できる。
B-2　自らの研究する分野の学説史を整理し、論点を明らかにすることが
できる。
B-3　多様な史資料を分析・考察し、その意義を明らかにして論理的に説
明できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　専門分野の知識とともに、幅広い知識と教養を身に付けようとする
意欲を持つ。
C-2　自ら習得した知識と教養を他者の前で報告し、かつ他者の意見に耳
を傾けて理解し、議論する態度を示す。
C-3　歴史学の知識と複眼的な思考力をもって、現代社会の諸課題と能動
的に向き合い、現代世界や地域社会への貢献を目指す志向性を持つ。



2019-1020000631-01日本の文化と歴史Ｂ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：2020/01/21　６時限　　

中村　琢

◎－－－　概要　－－－◎

大晦日に除夜の鐘を聞き、新年が明けると神社に初詣に出かけ
るといったように、日本人の多くはあたりまえのように神と仏
の両方に接しています。ところが、日本人の多くは、神と仏は
別の教えに属するとも考えています。本講義では、こうした神
と仏の関係についての変化の歴史や、それに関わることがらに
ついて見ていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の宗教文化の根幹ともいえる神と仏の関係について、日本
史の観点から理解する。(知識・理解)

人類学的観点を含んで歴史を考察し、人間社会への理解を深め
ることができる。(知識・理解)

現代の常識的な見方ではわかり得ない過去の日本の文化に触れ
ることを通して、現代社会の課題においても、常識を無批判に
受け容れるのではなく、自分で考え批判する習慣を身につけ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回のプリントを前もって配布した場合は、授業の前に目を通
しておくことが望ましい（15分）。
プリントを配布した場合は、必ずそれを保管し復習すること
（15分）。
プリントには可能な限り参考文献を記載する。興味の範囲でよ
いので目を通しておくことが望ましい（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価は、定期試験の結果による。ただし、右の「履修上の
留意点」に記した減点対象の者を除く。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは用いません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

配布したプリントは、配布日以後に使用することがあるた
め、可能な限り毎回持参してください。
配布したプリントは試験範囲になりますので、各自で大切
に保管してください。
私語や著しい遅刻といった、他の受講生の迷惑となる行為
については、減点の対象とするなどのペナルティーを考え
ます。また、退出を要求する場合があります。
授業後に、紙を配布して、感想や意見を書いてもらった
り、問題に答えてもらう場合があります。そのときは真面
目に答えてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1、はじめに
2、神社の成立①
3、神社の成立②
4、神仏習合と神仏隔離①
5、神仏習合と神仏隔離②
6、古代の寺院と中世の寺社
7、中世の寺社とその展開①
8、中世の寺社とその展開②
9、唯一神道の形成と展開①
10、唯一神道の形成と展開②
11、江戸時代の宗教政策①
12、江戸時代の宗教政策②
13、神仏分離と近代日本①
14、神仏分離と近代日本②
15、おわりに



2019-1020000631-01日本の文化と歴史Ｂ

中村　琢

◎歴史:A-2,A-3,C-3

1.日本の宗教文化の根幹ともいえる神と仏の関係について、日本史の観点から
理解する。　(A-2)

2.人類学的観点を含んで歴史を考察し、人間社会への理解を深めることができ
る。　(A-3)

3.現代の常識的な見方ではわかり得ない過去の日本の文化に触れることを通し
て、現代社会の課題においても、常識を無批判に受け容れるのではなく、自分
で考え批判する習慣を身につける。　(C-3)

◎　歴史学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　日本史および世界史の基本的な内容について十分な知識を持ち、世
界における歴史の多様性と共通性を理解し、説明できる。
A-2　歴史学の基礎的な理論や専門的な知識を習得し、現代世界の形成過
程を歴史的な視点から説明できる。
A-3　他分野の知識を吸収し、歴史学と総合させながら、人間存在への理
解を深めることができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　古文・漢文・外国語などの文字資料の読解、または遺跡や遺物など
の考古資料の実測と製図を行ない、その意味内容を説明できる。
B-2　自らの研究する分野の学説史を整理し、論点を明らかにすることが
できる。
B-3　多様な史資料を分析・考察し、その意義を明らかにして論理的に説
明できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　専門分野の知識とともに、幅広い知識と教養を身に付けようとする
意欲を持つ。
C-2　自ら習得した知識と教養を他者の前で報告し、かつ他者の意見に耳
を傾けて理解し、議論する態度を示す。
C-3　歴史学の知識と複眼的な思考力をもって、現代社会の諸課題と能動
的に向き合い、現代世界や地域社会への貢献を目指す志向性を持つ。



2019-1040000416-01英語学概論Ａ

 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：木・２時限　　試験時間割：2019/08/01　５時限　　

久保　善宏

◎－－－　概要　－－－◎

　英語学は、英語という言語を音声、文法、意味の各レベルに
おいて科学的に研究していき、世界の言語の中での英語の本質
を解明していこうという学問です。すなわち、英語学は、音、
語、句、文といった単位の各レベルにおいて、英語という個別
言語の背後に潜んでいる様々な規則性を見つけ出すことによっ
て、英語という言語の本質を解明していくのです。そこで、本
講義は、最初に人間言語としての英語の成立並びに特徴を概観
し、次に大きな単位の句、文のレベルを対象にする統語論を考
察していくことによって、英語という言語の本質の解明に近付
いていくことにします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．人間言語の中での国際共通語としての英語の位置づけを理
解する。(知識・理解)

２．英語という言語の統語レベルにおける規則性を理解する。
(知識・理解)

３．英語という言語の統語レベルにおける規則性に気づくこと
によって、英語という言語を今後研究していく動機付けが得ら
れる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回の授業範囲のテキストとハンドアウトは事前に読ん
でおいてください。（６０分）

復習：学習した内容のまとめをしてください。（６０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

・平常点（授業中の質疑応答の回数と内容）：１５％
・レポート（レポートの課題について、必要十分なデータを集
めたか、さらにそのデータに基づいて自分の見解を論理的かつ
明示的に記述しているかを評価の基準とする）（到達目標の３
に基づく）：２５％
・定期試験（到達目標の１と２を基準とする）：６０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

中島平三（著）２０１１『ファンダメンタル英語学（改訂
版）』ひつじ書房。￥1,400
ISBN 978-4-89476-575-7

◎－－－　参考書　－－－◎

Akmajian, A., R. A. Demers, A. K. Farmer & R. M. Harnish
1990 Linguistics:  An Introduction to Language and
Communication, 3rd edition, MIT Press.
荒木一雄＆安井稔（編）1992『現代英文法辞典』三省堂。
Crystal, D. 1995 The Cambridge Encyclopedia of the English
Language, Cambridge University Press.
原口庄輔・中村捷（編）1992『チョムスキー理論辞典』研
究社出版。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業は上記テキストとハンドアウトを用いて進めますが、
共に予習、復習することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　英語学とは:英語学の諸領域、英語学の研究方法
２　人間言語の多様性と共通性:人間言語と動物のことば
３　人間言語の多様性と共通性:言語習得
４　人間言語の多様性と共通性:自然言語の特徴と言語進
化
５　国際共通語としての英語の成立と変遷
６　国際共通語としての英語の実態
７　統語論（Syntax）:句、文を構成する要素
８　統語論（Syntax）:句の構造
９　統語論（Syntax）:文の構造
１０　統語論（Syntax）:構造と文法操作
１１　統語論（Syntax）:規則と原理
１２　統語論（Syntax）:構文の分析（疑問文、関係節、繰
り上げ構文）
１３　統語論（Syntax)：構文の分析（There構文、助動詞
の振る舞い、コントロール現象）
１４　統語論（Syntax）：比較統語論（英語と日本語）
１５　まとめ



2019-1040000416-01英語学概論Ａ

久保　善宏

◎英語:A-2,A-3,C-1

1.１．人間言語の中での国際共通語としての英語の位置づけを理解する。　
(A-2)

2.２．英語という言語の統語レベルにおける規則性を理解する。　(A-3)

3.３．英語という言語の統語レベルにおける規則性に気づくことによって、英
語という言語を今後研究していく動機付けが得られる。　(C-1)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　英語の言語的特質（語彙・文法・用法）およびその文化的背景（社
会・文化・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000417-01英語学概論Ｂ

 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：2020/01/27　５時限　　

久保　善宏

◎－－－　概要　－－－◎

　英語学は、英語という言語を音声、文法、意味の各レベルに
おいて科学的に研究していき、世界の言語の中での英語の本質
を解明していこうという学問です。すなわち、英語学は、音、
語、句、文といった単位の各レベルにおいて、英語という個別
言語の背後に潜んでいる様々な規則性を見つけだし、英語とい
う言語の本質を解明していこうという学問です。そこで、本講
義は、第一に、語のレベルを対象にする形態論(Morphology)、
第ニに、音のレベルを対象にする音韻論(Phonology)、音声学
(Phonetics)、第三に、語、句、文の意味を取り扱う意味論
（Semantics)、第四に、文を実際発話するレベルを対象にする
語用論（Pragmatics）、を考察していくことによって、英語と
いう言語の本質の解明に近付いていくことにしましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．英語という言語の語、音、意味、談話の各レベルに関する
知識を身に付ける。(知識・理解)

２．英語という言語の語、音、意味、談話の各レベルにおける
規則性を理解する。(知識・理解)

３．英語という言語の語、音、意味、談話の各レベルにおける
規則性に気付くことによって、英語という言語を今後研究して
いく動機付けが得られる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回の授業範囲のテキストとハンドアウトは事前に読ん
でおいてください。（６０分）
復習：学習した内容のまとめをしてください。（６０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

・平常点（授業中の質疑応答の回数と内容）：１５％
・レポート（レポートの課題について、必要十分なデータを集
めたか、さらにそのデータに基づいて自分の見解を論理的かつ
明示的に記述しているかを評価の基準とする）（到達目標の３
に基づく）：２５％
・定期試験（到達目標の１と２に基づき、各自が身につけた規
則性を含む知識を更なるデータに運用できるかを問う）：６
０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

中島平三（著）２０１１『ファンダメンタル英語学（改訂
版）』ひつじ書房。￥1,400
ISBN 978-4-89476-575-7

◎－－－　参考書　－－－◎

Akmajian, A., R. A. Demers, A. K. Farmer & R. M. Harnish
1990 Linguistics:  An Introduction to Language and
Communication, 3rd edition, MIT Press.
Crystal, D. 1995 The Cambridge Encyclopedia of the English
Language, Cambridge University Press.
原口庄輔・中村捷（編）1992『チョムスキー理論辞典』研
究社出版。
寺澤芳雄（編）1997『英語語源辞典』研究社。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

『英語学概論Ａ』を履修していることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　形態論（Morphology）:語の構造
２　形態論（Morphology）:派生と屈折
３　形態論（Morphology）:複合語の特徴
４　形態論（Morphology）:複合語の構造
５　音声学（Phonetics):音（母音と子音）と音素
６　音声学（Phonetics):同化と異化
７　音韻論（Phonology):強勢（音節構造）
８　音韻論（Phonology):強勢（強勢配置）
９　意味論(Semantics):意味とは？
１０　意味論(Semantics):主題役割
１１　意味論(Semantics):束縛理論（前方照応形）
１２　意味論(Semantics):束縛理論（代名詞と指示表現）
１３　語用論（Pragmatics)：発話の仕組み（言外の意味と
発話行為）
１４　語用論（Pragmatics)：発話の仕組み（言外の意味と
会話の規約）
１５　まとめ



2019-1040000417-01英語学概論Ｂ

久保　善宏

◎英語:A-2,A-3,C-1

1.１．英語という言語の語、音、意味、談話の各レベルに関する知識を身に付
ける。　(A-2)

2.２．英語という言語の語、音、意味、談話の各レベルにおける規則性を理解
する。　(A-3)

3.３．英語という言語の語、音、意味、談話の各レベルにおける規則性に気付
くことによって、英語という言語を今後研究していく動機付けが得られる。　
(C-1)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　英語の言語的特質（語彙・文法・用法）およびその文化的背景（社
会・文化・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000716-01言語学概論Ａ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：2019/07/27　６時限　　

古賀　恵介

◎－－－　概要　－－－◎

　みなさんは、小学校・中学校・高校の国語や英語の学習を通
して、言語というのものの特性をある程度は勉強してきたこと
と思います。しかし、それは学問的な興味からというよりは、
言葉の表現・理解の能力を養うという実用的必要性に基づくも
のであったはずです。
　しかし、この授業では、もっと学問的な立場から言語のあり
方を紹介していきたいと思います。ことばのしくみに対する人
類の関心と研究は紀元前の昔からずっと存在してきましたが、
言語学が独立の学問として大きな理論的発展を遂げたのは20世
紀後半から現在に至るまでの数十年間のことです。そこで、そ
の言語研究の様々な分野を概観し、現在の言語学で明らかに
なっている具体的研究成果を紹介しながら、言語学という学問
の輪郭を描き出していきたいと思います。
　ただ、言語学は、まだ若い学問、わかっていることよりもわ
からないことの方が多い学問なのです。それゆえ、皆さんも、
問題の正解を教わるという態度ではなく、問題に対して自分の
頭で考えて、自分なりの答えを導き出してみる、という態度で
授業に臨めば、講義内容を大いに楽しむことができるのではな
いかと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

言語の基本的なしくみとその諸性質に関する言語学的な知識・
知見を習得する。(知識・理解)

言語に関わる諸問題を学問的観点から考察しようとする態度・
志向性を養う。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配布資料を見直し、また、講義中に紹介した文献などを参照し
ながら、講義内容をよく復習すること。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【評価基準】
言語の重要な諸特性が学問的に理解できているかどうか、ま
た、その知識を用いて、言語をめぐる諸問題を考察し説明でき
るかどうか、を評価基準とします。

【評価方法】
定期試験の成績のみで評価します。試験では、上記の内容を問
う設問に記述式で解答することが求められます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使わず、授業時に資料を配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に出席して講義を聞かないと、授業内容は理解できな
いと思いますので、ちゃんと出席して講義を聞き、資料の
内容を後で復習するようにして下さい。
みなさんのCISメールに連絡事項をメールすることがある
ので、CISメールは定期的にチェックするようにして下さ
い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

言語の基本構造 １
言語の基本構造 ２
ラングとパロール
言語能力の生物学的基盤
動物のコミュニケーション
言語習得 １
言語習得 ２
外国語学習について
比較言語学
言語類型論
言語と社会
言語と音声 １
言語と音声 ２
言語と文字 １
言語と文字 ２



2019-1040000716-01言語学概論Ａ

古賀　恵介

◎英語:A-1,C-1

1.言語の基本的なしくみとその諸性質に関する言語学的な知識・知見を習得す
る。　(A-1)

2.言語に関わる諸問題を学問的観点から考察しようとする態度・志向性を養
う。　(C-1)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　英語の言語的特質（語彙・文法・用法）およびその文化的背景（社
会・文化・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000717-01言語学概論Ｂ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：2020/01/22　６時限　　

古賀　恵介

◎－－－　概要　－－－◎

　前期の授業が、主に言語の外面的な部分を扱うものであるの
に対して、後期の授業では、言語の内面、とりわけその中核部
分である意味と文法についてお話ししていきます。
　文法の話というと、皆さんは、中学校や高校で習った国文
法・英文法の授業のように、既に確立している規則をただ単に
教わって暗記していくだけ、というような退屈な授業を想像し
てしまうかもしれません。
　ですが、この授業では、そういう“受験勉強的”な文法の話
とはちょっと違った角度から文法の問題を取り上げていきま
す。日本語や英語などの個別言語の文法はお互いにいろいろと
異なった面を持っていますが、そのような個別言語の文法的特
殊性の根底にあって、文法規則をいわば縁の下から支えている
様々な原理があることが、これまでの言語学研究からわかって
きています。
　それらの知識を、概観的にではありますが、文法の諸分野に
わたって幅広く紹介していきます。例は、主に日本語と英語の
ものを取り上げる予定ですが、時に、フランス語・ドイツ語・
スペイン語・中国語など、第２外国語として皆さんにおなじみ
の言語や、それ以外のあまりなじみのない言語に関する事実な
ども見ていく予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

意味や文法の基本的なしくみとその諸性質に関する言語学的な
知識・知見を習得する。(知識・理解)

意味や文法に関わる諸問題を学問的観点から考察しようとする
態度と、様々な言語の文法のしくみに対する興味を養う。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配布資料を見直し、また、講義中に紹介した文献などを参照し
ながら、講義内容をよく復習すること。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【評価基準】
意味・文法の重要な諸特性が学問的に理解できているかどう
か、また、その知識を用いて、意味・文法をめぐる諸問題を考
察し説明できるかどうか、を評価基準とします。

【評価方法】
定期試験の成績のみで評価します。試験では、上記の内容を問
う設問に記述式で解答することが求められます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使わず、授業時に資料を配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に出席して講義を聞かないと、授業内容は理解できな
いと思いますので、ちゃんと出席して講義を聞き、資料の
内容を後で復習するようにして下さい。
みなさんのCISメールに連絡事項をメールすることがある
ので、CISメールは定期的にチェックするようにして下さ
い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

概念の構造 １
概念の構造 ２
文の意味の基本構造
格
述語・項・付加部
態
動詞の時間的特性
時制
相
完了形
名詞
代名詞
主題
取り立て
文の接続と従属節



2019-1040000717-01言語学概論Ｂ

古賀　恵介

◎英語:A-1,C-1

1.意味や文法の基本的なしくみとその諸性質に関する言語学的な知識・知見を
習得する。　(A-1)

2.意味や文法に関わる諸問題を学問的観点から考察しようとする態度と、様々
な言語の文法のしくみに対する興味を養う。　(C-1)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　英語の言語的特質（語彙・文法・用法）およびその文化的背景（社
会・文化・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1050000528-01ドイツ語学概論Ａ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2019/08/01　６時限　　

片岡　宜行

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、ドイツ語学の基本的な事項について解説しま
す。まずはじめにドイツ語の音声について、発音に注意が必要
な子音を中心に述べたあと、音素という概念を説明します。次
に、ドイツ語の語形変化や造語（既存の語をもとにして新しい
語を作ること）がどのような役割を果たしているのかについて
論じます。続いてドイツ語の文がもつしくみについて考察しま
す。その際、文構造に関する理論として結合価理論と格理論を
紹介したうえで、これらの理論がはらむ問題について検討しま
す。また、ドイツ語がもつ４つの格がどのような機能をもつの
かという問題について論じ、ドイツ語の文構造がもつ特徴につ
いても解説します。このような考察を通して、ドイツ語がどの
ような特徴をもつ言語であるのかを理解し、言語を見つめる洞
察力を養うことがこの授業の目標です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語の音声・形態・文構造がもつ特徴を説明できる。(知
識・理解)

ドイツ語学に関する基本的な概念を説明できる。(知識・理解)

ドイツ語学に関するテーマについて調査を行い、自らの見解を
加えて提示できる。(技能)

ドイツ語の特徴について日本語や英語と比較しつつ考察する視
点をもつ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業前にあらかじめ提示するテーマについて下調べをする（60
分）
授業後に、授業内容に関するレポートをまとめる（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験が60%、レポートが40%の配分で評価します。いずれ
も、ドイツ語がもつ基本的な特徴とドイツ語学に関する基本的
な事項について自分の言葉で説明でき、自分の見解を述べるこ
とができるか否かを基準に評価します。
フィードバックとしてレポートにコメントします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ハンドアウトを配付して授業を行いますので、冊子型の
ノートは不要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ドイツ語学とは
2 ドイツ語の音声
3 注意すべき子音
4 音声と音素
5 ドイツ語の形態
6 造語
7 動詞の派生
8 結合価理論の概要
9 結合価理論の問題点
10 格理論の概要
11 格理論の問題点
12 格の機能
13 文構造の縮小と拡張
14 その他の諸概念
15 総括



2019-1050000528-01ドイツ語学概論Ａ

片岡　宜行

◎独語:A-2,A-3,B-2,C-1

1.ドイツ語の音声・形態・文構造がもつ特徴を説明できる。　(A-2)

2.ドイツ語学に関する基本的な概念を説明できる。　(A-3)

3.ドイツ語学に関するテーマについて調査を行い、自らの見解を加えて提示で
きる。　(B-2)

4.ドイツ語の特徴について日本語や英語と比較しつつ考察する視点をもつ。　
(C-1)

◎　ドイツ学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　ドイツ語の言語的特質（語彙・文法・用法）およびその文化的背景
（社会・文化・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　ドイツ語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、ドイツ語以外の言語およびその文化的
背景に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれたドイツ語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を
有する。
B-2　ドイツ語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をま
とめることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　ドイツ語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求
心を有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。

◎仏語:A-4,C-2

1.ドイツ語の音声・形態・文構造がもつ特徴を説明できる。　(A-4)

2.ドイツ語学に関する基本的な概念を説明できる。

3.ドイツ語学に関するテーマについて調査を行い、自らの見解を加えて提示で
きる。

4.ドイツ語の特徴について日本語や英語と比較しつつ考察する視点をもつ。　
(C-2)

◎　フランス語圏言語文化学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　フランス語の言語的特質（語彙・文法・用法）およびその文化的背
景（社会・文化・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　フランス語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有してい
る。
A-4　第2外国語の学習を通じて、フランス語以外の言語およびその文化
的背景に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれたフランス語の４技能（話す・聞く・書く・読む）
を有する。
B-2　フランス語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果を
まとめることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　フランス語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探
求心を有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1050000529-01ドイツ語学概論Ｂ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/27　６時限　　

片岡　宜行

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、主として語形変化と文法の変遷という観点か
らドイツ語の歴史について考察します。まずはじめにドイツ語
史の概要を解説し、現代標準ドイツ語の位置づけを確認しま
す。そのうえで、ドイツ語の歴史を遡るかたちで初期新高ドイ
ツ語から古高ドイツ語までを概観し、動詞や名詞の語形変化が
どのような変遷を遂げ、また、それに伴って文法にどのような
変化が生じたのかを見ます。特に、ウムラウトの歴史的変遷と
文法的機能について重点的に取り上げます。なお、古い時代の
ドイツ語の語形変化と文法を解説するだけではなく、それぞれ
の時代に書かれたテクストを少しずつ読む予定です。最後に現
代ドイツ語に関するいくつかの問題を紹介し、私たちが学んで
いる現代ドイツ語もまた歴史的な変化の中にあることを確認し
ます。ドイツ語の歴史についての考察を通して言語についての
理解を深め、洞察力を養うことがこの授業の目標です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語の語形変化・文法の歴史的な変遷について説明でき
る。(知識・理解)

ドイツ語史に関する基本的な事項を説明できる。(知識・理解)

ドイツ語史について調べ、その結果を簡潔にまとめることがで
きる。(技能)

言語の変化について社会的な背景も視野に入れつつ考察する視
点をもつ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業前にあらかじめ提示するテーマについて下調べをする（60
分）
授業後に、授業内容に関するレポートをまとめる（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験が60%、レポートが40%の配分で評価します。いずれ
も、ドイツ語の歴史的変遷について自分の言葉で説明でき、自
分の見解を述べることができるか否かを基準に評価します。
フィードバックとしてレポートにコメントします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ハンドアウトを配付して授業を行いますので、冊子型の
ノートは不要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ドイツ語史を学ぶ意義
2 ドイツ語史の概要
3 現代標準ドイツ語の位置づけ
4 初期新高ドイツ語（概要）
5 初期新高ドイツ語（語形変化と文法）
6 中高ドイツ語（概要）
7 中高ドイツ語（語形変化と文法）
8 ウムラウトの変遷
9 ウムラウトの文法的機能
10 類推とは
11 古高ドイツ語（概要）
12 古高ドイツ語（語形変化と文法）
13 現代ドイツ語の諸問題（外来語の氾濫）
14 現代ドイツ語の諸問題（文法の乱れ）
15 総括



2019-1050000529-01ドイツ語学概論Ｂ

片岡　宜行

◎独語:A-2,A-3,B-2,C-1

1.ドイツ語の語形変化・文法の歴史的な変遷について説明できる。　(A-2)

2.ドイツ語史に関する基本的な事項を説明できる。　(A-3)

3.ドイツ語史について調べ、その結果を簡潔にまとめることができる。　(B-2)

4.言語の変化について社会的な背景も視野に入れつつ考察する視点をもつ。　
(C-1)

◎　ドイツ学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　ドイツ語の言語的特質（語彙・文法・用法）およびその文化的背景
（社会・文化・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　ドイツ語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、ドイツ語以外の言語およびその文化的
背景に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれたドイツ語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を
有する。
B-2　ドイツ語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をま
とめることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　ドイツ語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求
心を有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。

◎仏語:A-4,C-2

1.ドイツ語の語形変化・文法の歴史的な変遷について説明できる。　(A-4)

2.ドイツ語史に関する基本的な事項を説明できる。

3.ドイツ語史について調べ、その結果を簡潔にまとめることができる。

4.言語の変化について社会的な背景も視野に入れつつ考察する視点をもつ。　
(C-2)

◎　フランス語圏言語文化学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　フランス語の言語的特質（語彙・文法・用法）およびその文化的背
景（社会・文化・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　フランス語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有してい
る。
A-4　第2外国語の学習を通じて、フランス語以外の言語およびその文化
的背景に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれたフランス語の４技能（話す・聞く・書く・読む）
を有する。
B-2　フランス語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果を
まとめることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　フランス語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探
求心を有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1060000530-01フランス語学概論Ａ

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

川島　浩一郎

◎－－－　概要　－－－◎

　フランス語を学習する過程で「なぜ？」という疑問を感じた
経験が，誰にでもあるのではないでしょうか．この「なぜ？」
を大切にして，フランス語の理解にもう一歩深く踏み込むこと
が，この授業の目的です．いわば，フランス語を単に「習得」
するだけの段階から，それを「考察」の対象とする段階への橋
渡しをする授業です．ちなみに「フランス語学」は，
linguistique française の翻訳で，フランス語を対象にした言語学
を意味します．
　授業ではフランス語学の基本概念について概説していきます
が，テキストの講読一辺倒という形はとりません．また一方的
な講義でもなく，問題演習や個人あるいはグループでの口頭発
表を随時求めます．
　具体的な内容については「授業計画」を参照してください．
具体例を観察・分析しながら，全体で議論をしていきます．

◎－－－　到達目標　－－－◎

文法的な知識を言語学の理解に活用できる．(知識・理解)

授業で学習したフランス語学の基本概念を説明することができ
る．(知識・理解)

適切な手順をふまえて口頭発表をすることができる．(技能)

口頭発表に積極的に取り組むことができる．(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習 : すでに授業で学習したことを確認し，問題意識を明確に
しておいてください．宿題や口頭発表の準備がある場合は，そ
れを行ってください．(60分)
復習 : その回の授業内容が理解できているかを確認し，疑問が
あれば，次回の授業で質問できるように準備してください．(60
分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

(1)  評価基準
文法的な知識を言語学の理解に活用できることを評価の基準と
する．
授業で学習したフランス語学の基本概念を説明できることを評
価の基準とする．
適切な手順をふまえて口頭発表ができることを評価の基準とす
る．
口頭発表に積極的に取り組めることを評価の基準とする．
(2)  評価方法
定期試験は，フランス語学の基本概念を自分の言葉で，具体例
と結びつけて正確に説明できているかどうかを評価の基準とす
る．
口頭発表は，適切な資料を作成し，定められた発表時間を守っ
て，それぞれの課題にたいする自分の見解と論拠を明確に示し
ていることを評価の基準とする．
なお授業時間内での口頭発表をしないことは，大幅な減点の対
象となります．
(3)  割合
定期試験の成績60%，口頭発表等の平常点40%で総合的に評価
する．

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし．

◎－－－　参考書　－－－◎

フランス語学小事典　ISBN 978-4-411-02126-7
フランス語学概論　ISBN 978-4-411-02232-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

口頭発表の内容と日程を第１回目の授業で決めますので，
欠席しないようにしてください．
言語学の授業です．フランス語の運用能力を高めることを
目的とする授業ではありません．
授業の撮影や録音を，原則，禁止します．ノートを適切に
とることも，授業の一部分だからです．

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 授業紹介
2. 言語とは何か
3. 言語学とは何か
4. 音声学 (1)
5. 音声学 (2)
6. 音声学 (3)
7. 音韻論 (1)
8. 音韻論 (2)
9. 音韻論 (3)
10. 音韻論（4）
11. 形態論（1）
12. 形態論（2）
13. 形態論（3）
14. 形態音韻論
15. まとめ



2019-1060000530-01フランス語学概論Ａ

川島　浩一郎

◎仏語:A-2,A-3,B-2,C-1

1.文法的な知識を言語学の理解に活用できる．　(A-2)

2.授業で学習したフランス語学の基本概念を説明することができる．　(A-3)

3.適切な手順をふまえて口頭発表をすることができる．　(B-2)

4.口頭発表に積極的に取り組むことができる．　(C-1)

◎　フランス語圏言語文化学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　フランス語の言語的特質（語彙・文法・用法）およびその文化的背
景（社会・文化・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　フランス語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有してい
る。
A-4　第2外国語の学習を通じて、フランス語以外の言語およびその文化
的背景に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれたフランス語の４技能（話す・聞く・書く・読む）
を有する。
B-2　フランス語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果を
まとめることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　フランス語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探
求心を有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。

◎独語:A-4,C-2

1.文法的な知識を言語学の理解に活用できる．

2.授業で学習したフランス語学の基本概念を説明することができる．　(A-4)

3.適切な手順をふまえて口頭発表をすることができる．　(C-2)

4.口頭発表に積極的に取り組むことができる．

◎　ドイツ学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　ドイツ語の言語的特質（語彙・文法・用法）およびその文化的背景
（社会・文化・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　ドイツ語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、ドイツ語以外の言語およびその文化的
背景に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれたドイツ語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を
有する。
B-2　ドイツ語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をま
とめることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　ドイツ語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求
心を有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1060000531-01フランス語学概論Ｂ

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

川島　浩一郎

◎－－－　概要　－－－◎

　フランス語を学習する過程で「なぜ？」という疑問を感じた
経験が，誰にでもあるのではないでしょうか．この「なぜ？」
を大切にして，フランス語の理解にもう一歩深く踏み込むこと
が，この授業の目的です．いわば，フランス語を単に「習得」
するだけの段階から，それを「考察」の対象とする段階への橋
渡しをする授業です．ちなみに「フランス語学」は，
linguistique française の翻訳で，フランス語を対象にした言語学
を意味します．
　授業ではフランス語学の基本概念について概説していきます
が，テキストの講読一辺倒という形はとりません．また一方的
な講義でもなく，問題演習や個人あるいはグループでの口頭発
表を随時求めます．
　具体的な内容については「授業計画」を参照してください．
具体例を観察・分析しながら，全体で議論をしていきます．

◎－－－　到達目標　－－－◎

文法的な知識を言語学の理解に活用できる．(知識・理解)

授業で学習したフランス語学の基本概念を説明することができ
る．(知識・理解)

適切な手順をふまえて口頭発表をすることができる．(技能)

口頭発表に積極的に取り組むことができる．(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習 : すでに授業で学習したことを確認し，問題意識を明確に
しておいてください．宿題や口頭発表の準備がある場合は，そ
れを行ってください．(60分)
復習 : その回の授業内容が理解できているかを確認し，疑問が
あれば，次回の授業で質問できるように準備してください．
(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

(1)  評価基準
文法的な知識を言語学の理解に活用できることを評価の基準と
する．
授業で学習したフランス語学の基本概念を説明できることを評
価の基準とする．
適切な手順をふまえて口頭発表ができることを評価の基準とす
る．
口頭発表に積極的に取り組めることを評価の基準とする．
(2)  評価方法
定期試験は，フランス語学の基本概念を自分の言葉で，具体例
と結びつけて正確に説明できているかどうかを評価の基準とす
る．
口頭発表は，適切な資料を作成し，定められた発表時間を守っ
て，それぞれの課題にたいする自分の見解と論拠を明確に示し
ていることを評価の基準とする．
なお授業時間内での口頭発表をしないことは，大幅な減点の対
象となります．
(3)  割合
定期試験の成績60%，口頭発表等の平常点40%で総合的に評価
する．

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし．

◎－－－　参考書　－－－◎

フランス語学小事典　ISBN 978-4-411-02126-7
フランス語学概論　ISBN 978-4-411-02232-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

口頭発表の内容と日程を第１回目の授業で決めますので，
欠席しないようにしてください．
言語学の授業です．フランス語の運用能力を高めることを
目的とする授業ではありません．
授業の撮影や録音を，原則，禁止します．ノートを適切に
とることも，授業の一部分だからです．

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 授業紹介
2. 記号論 (1)
3. 記号論 (2)
4. 意味論 (1)
5. 意味論 (2)
6. 意味論 (3)
7. 語用論 (1)
8. 語用論 (2)
9. 統辞論 (1)
10. 統辞論 (2)
11. 統辞論 (3)
12. 統辞論 (4)
13. 社会言語学
14. 方言学
15. まとめ



2019-1060000531-01フランス語学概論Ｂ

川島　浩一郎

◎仏語:A-2,A-3,B-2,C-1

1.文法的な知識を言語学の理解に活用できる．　(A-2)

2.授業で学習したフランス語学の基本概念を説明することができる．　(A-3)

3.適切な手順をふまえて口頭発表をすることができる．　(B-2)

4.口頭発表に積極的に取り組むことができる．　(C-1)

◎　フランス語圏言語文化学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　フランス語の言語的特質（語彙・文法・用法）およびその文化的背
景（社会・文化・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　フランス語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有してい
る。
A-4　第2外国語の学習を通じて、フランス語以外の言語およびその文化
的背景に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれたフランス語の４技能（話す・聞く・書く・読む）
を有する。
B-2　フランス語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果を
まとめることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　フランス語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探
求心を有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。

◎独語:A-4,C-2

1.文法的な知識を言語学の理解に活用できる．

2.授業で学習したフランス語学の基本概念を説明することができる．　(A-4)

3.適切な手順をふまえて口頭発表をすることができる．　(C-2)

4.口頭発表に積極的に取り組むことができる．

◎　ドイツ学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　ドイツ語の言語的特質（語彙・文法・用法）およびその文化的背景
（社会・文化・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　ドイツ語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、ドイツ語以外の言語およびその文化的
背景に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれたドイツ語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を
有する。
B-2　ドイツ語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をま
とめることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　ドイツ語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求
心を有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1070000337-01韓国言語文化概説Ｂ（言語）

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

大川　大輔

◎－－－　概要　－－－◎

日本語を母語とする韓国語学習者にとって間違えやすい点、習
得の難しい点について日本語と韓国語の共通点、相違点を対照
しながら議論し、理解を深めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

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。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、授業中に配布されるプリントに書き留めた内容について
読み返し、その内容を理解すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①作業(筆記)の完成度・暗唱の出来栄え・授業内容への質問、
積極的な授業参加態度などの平常点３０％
②演習時の報告の出来栄え、討論への参加態度などの平常点２
０％
③定期試験50％
定期試験では、授業内容の理解がどれだけ身についているかを
確認します。

以上をめやすに総合的に判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業でプリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．この授業のためのファイルを準備すること。
２．積極的に質問、発言すること。
３．授業中に必要なので、辞書、電子辞書をもってくるこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：オリエンテーション
第2回：日本語と韓国語の調音点と調音様式
第3回：外来語表記
第4回：発音規則
第5回：漢字音(語頭子音と末子音)
第6回：漢字音でずれるもの
第7回：語種
第8回：助詞
第9回：親戚関連語彙、身体関連語彙
第10回：疑問詞
第11回：用言の意味
第12回：数詞
第13回：間違いやすい表現
第14回：尊敬語と謙譲語
第15回：まとめ



2019-1070000337-01韓国言語文化概説Ｂ（言語）

大川　大輔

◎東ア中国コ:A-1

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-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。

◎東ア韓国コ:A-1

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-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。



2019-1070000335-01中国言語文化概説Ｂ（言語）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：2020/01/25　６時限　　

謝　平

◎－－－　概要　－－－◎

この授業は、中国語学を概観し、対照言語学の観点から、受講
者の母語である日本語と比較しながら、中級中国語文法の基本
知識に対する言語学的理解を深め、中国語の基本文法を身につ
け、中国語の文章を読み解く能力と一定の書く能力を育成する
ことを目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代中国語に対する読解力と理解力を高め、言語に潜む文化の
背景に対する理解を深めること(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で取り上げる教科書の当該部分を予習すること（45分以
上）。
勉強した内容をきちんと復習すること（45分以上）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

(1) 評価基準
上記の到達目標を評価の基準とします。

(2) 評価方法
・定期試験50％
・授業態度、作業プリントの完成度・ミニレポートなど50％

 

◎－－－　テキスト　－－－◎

『中国語解体新書』（丸尾誠、李軼倫 著）
駿河台出版社
2300円+税

◎－－－　参考書　－－－◎

『中国語初めの一歩』木村秀樹著　ちくま学芸文庫
『漢語から見える世界と世間』中川正之著　岩波書店

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．テキストを購入すること。
２．積極的な態度で授業に参加すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．中国語学とは、中国語の音韻/文字
２．文の類型、構造助詞
３．品詞、語の構成
４．文の成分、基本語順
５．所在、所有、動作の量
６．前置詞
７．助動詞
８．アスペクト助詞
９．各種の構文①
１０．各種の構文②
１１．各種の構文③
１２．補語①
１３．補語
１４．複文
１５. まとめ

＊状況により多少調整する場合があります



2019-1070000335-01中国言語文化概説Ｂ（言語）

謝　平

◎東ア中国コ:A-1

1.現代中国語に対する読解力と理解力を高め、言語に潜む文化の背景に対する
理解を深めること　(A-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。

◎東ア韓国コ:A-1

1.現代中国語に対する読解力と理解力を高め、言語に潜む文化の背景に対する
理解を深めること　(A-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。


