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9635 104 フランス語（中級） 語学 2 2 前期 月 4 PERRIER, Guillaume フランス語 ○ ○ 学部共通科目1

9635 105 フランス語（中級） 語学 2 2 後期 月 4 PERRIER, Guillaume フランス語 ○ ○ 学部共通科目2

9636 106 フランス語（上級） 語学 2 2 前期 月 5 PERRIER, Guillaume フランス語 ○ ○ 学部共通科目3

9636 107 フランス語（上級） 語学 2 2 後期 月 5 PERRIER, Guillaume フランス語 ○ ○ 学部共通科目4

9620 108 シュメール語（初級） 語学 2 4 通年 金 1 森　若葉 日本語 ○ ○ 学部共通科目5

9624 109 スワヒリ語（初級） 語学 2 2 前期 火 3 井戸根　綾子 日本語 ○ ○ 学部共通科目6

9625 110 スワヒリ語（中級） 語学 2 2 後期 火 3 井戸根　綾子 日本語 ○ ○ 学部共通科目7

9622 115 スペイン語（初級） 語学 2 4 通年 月 4 松本　健二 日本語 ○ ○ 学部共通科目8

9623 116 スペイン語（中級） 語学 2 4 通年 月 5 松本　健二 日本語 ○ ○ 学部共通科目9

9606 117 イタリア語（初級４時間コース） 語学 4 8 通年 月 2 木 3 霜田　洋祐 日本語 ○ ○ 学部共通科目10

9607 118 イタリア語会話（中級） 語学 2 4 通年 火 5 Marco Daniele LIMONGELLI イタリア語 ○ ○ 学部共通科目11

9648 119 朝鮮語（初級A） 語学 2 2 前期 月 2 杉山　豊 日本語 ○ ○ 学部共通科目12

9649 120 朝鮮語（初級Ｂ） 語学 2 2 後期 月 2 杉山　豊 日本語 ○ ○ 学部共通科目13

9650 121 朝鮮語（中級Ａ） 語学 2 2 前期 火 2 朴　真完 日本語 ○ ○ 学部共通科目14

9651 122 朝鮮語（中級Ｂ） 語学 2 2 後期 火 2 朴　真完 日本語 ○ ○ 学部共通科目15

9616 123 ｻﾝｽｸﾘｯﾄ（２時間コース） 語学 2 4 通年 水 3 置田　清和 日本語 ○ ○ 学部共通科目16

9617 124 ｻﾝｽｸﾘｯﾄ（４時間コース） 語学 4 8 通年 月 5 木 5 ＶＡＳＵＤＥＶＡ， Ｓｏｍｄｅｖ・未定 英語 ○ ○ 学部共通科目17

9639 125 ヘブライ語（初級） 語学 2 2 前期 火 3 手島　勲矢 日本語 〇 〇 学部共通科目18

9640 126 ヘブライ語（中級） 語学 2 2 後期 火 3 手島　勲矢 日本語 〇 〇 学部共通科目19

9608 127 イラン語（初級） 語学 2 4 通年 火 5 竹原　新 日本語 ○ ○ 学部共通科目20

9628 128 チベット語（初級） 語学 2 2 前期 月 1 高橋　慶治 日本語 〇 〇 学部共通科目21

9629 129 チベット語（初級） 語学 2 2 後期 月 1 高橋　慶治 日本語 〇 〇 学部共通科目22

9630 130 チベット語（中級） 語学 2 2 前期 月 1 宮崎　泉 日本語 〇 〇 学部共通科目23

9630 131 チベット語（中級） 語学 2 2 後期 月 1 宮崎　泉 日本語 〇 〇 学部共通科目24

9604 132 アラブ語（初級） 語学 2 4 通年 木 2 西尾　哲夫 日本語 ○ ○ 学部共通科目25

9641 133 ポーランド語（初級Ｉ） 語学 2 4 通年 木 4 Ｂｏｇｎａ　Ｓａｓａｋｉ 日本語 ○ ○ 学部共通科目26

9642 134 ポーランド語（中級II） 語学 2 2 前期 水 4 Ｂｏｇｎａ　Ｓａｓａｋｉ 日本語 ○ ○ 学部共通科目27

9642 135 ポーランド語（中級II） 語学 2 2 後期 水 4 Ｂｏｇｎａ　Ｓａｓａｋｉ 日本語 ○ ○ 学部共通科目28

9646 136 ロシア語（初級） 語学 2 2 前期 水 2 中村　唯史 日本語 ○ ○ 学部共通科目29

9647 137 ロシア語（中級） 語学 2 2 後期 水 2 中村　唯史 日本語 ○ ○ 学部共通科目30

9652 138 満州語（初級） 語学 2 2 前期 火 5 岸田　文隆 日本語 ○ ○ 学部共通科目31

9653 139 満州語（中級） 語学 2 2 後期 火 5 岸田　文隆 日本語 ○ ○ 学部共通科目32

9633 140 ヒンディー語（初級） 語学 2 4 通年 金 5 小松　久恵 日本語 ○ ○ 学部共通科目33

9634 141 ヒンディー語（中級） 語学 2 4 通年 火 3 西岡　美樹 日本語 ○ ○ 学部共通科目34

9612 142 オランダ語（初級） 語学 2 2 前期 火 3 河﨑　靖 日本語 ○ ○ 学部共通科目35

9613 143 オランダ語（中級） 語学 2 2 後期 火 3 河﨑　靖 日本語 ○ ○ 学部共通科目36

8107 157 書道 演習 2 2 前期 金 4 日比野　実 日本語 ○ × 学部共通科目37

8107 158 書道 演習 2 2 後期 金 4 日比野　実 日本語 ○ × 学部共通科目38
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【学部共通科目】



学部共通科目1

授業科目名
　<英訳>

フランス語（中級）(語学)
French

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 フランス語学フランス文学（確認用）
特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月4

授業
形態  語学

使用
言語 フランス語

題目  Intermediate French  

 [授業の概要・目的]
This class is aimed to those who wish to improve their reading, writing, and oral skills, in order to prepare a 
stay in a french-speaking country, or to get in touch with French-speaking people. 

The content and method will be focused on the preparation for the DELF, the proficency exam designed by 
the French Ministry of Education. During the autumn semester, we shall procede with the level B1 
(elementary level, dealing with expressing oneself's opinion on a practical topic, with role playing in a 
common situation with, achieving a simple task). 

 [到達目標]
-to improve one's reading, writing, and oral skills 
-to prepare a stay in a french-speaking country 
-to prepare DELF, the proficency exam designed by the French Ministry of Education 

 [授業計画と内容]
The class consists of various exercices, fitting the schemes of the exam : oral and written comprehension, oral 
and written production. 

The class will be held in French.

 [履修要件]
All the students are welcome from the second academic year on, as soon as they have already studied French. 
 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
There shall be, at the end of the semester, a final in the proper conditions of the DELF-B1. However, the final 
grade will be given in consideration of the attendance and activity during the whole semester.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Textbook extracts (photocopies) will be given by the teacher. 

 [授業外学習（予習・復習）等]
Before the lecture, it is necessary to review previous grammar and lexical lessons. 

（その他（オフィスアワー等））
There is no office hour. 
Please discuss any appointment with the teacher.  
Please visit KULASIS to find out about office hours.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



学部共通科目2

授業科目名
　<英訳>

フランス語（中級）(語学)
French

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 フランス語学フランス文学（確認用）
特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月4

授業
形態  語学

使用
言語 フランス語

題目  Intermediate French

 [授業の概要・目的]
This class is aimed to those who wish to improve their reading, writing, and oral skills, in order to prepare a 
stay in a french-speaking country, or to get in touch with French-speaking people. 

The content and method will be focused on the preparation for the DELF, the proficency exam designed by 
the French Ministry of Education. During the autumn semester, we shall procede with the level B1 
(elementary level, dealing with expressing oneself's opinion on a practical topic, with role playing in a 
common situation with, achieving a simple task).

 [到達目標]
-to improve one's reading, writing, and oral skills 
-to prepare a stay in a french-speaking country 
-to prepare DELF, the proficency exam designed by the French Ministry of Education 

 [授業計画と内容]
The class consists of various exercices, fitting the schemes of the exam : oral and written comprehension, oral 
and written production. 

The class will be held in French.

 [履修要件]
All the students are welcome from the second academic year on, as soon as they have already studied French. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
There shall be, at the end of the semester, a final in the proper conditions of the DELF-B1. However, the final 
grade will be given in consideration of the attendance and activity during the whole semester.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Textbook extracts (photocopies) will be given by the teacher. 

 [授業外学習（予習・復習）等]
Before the lecture, it is necessary to review previous grammar and lexical lessons. 

（その他（オフィスアワー等））
There is no office hour. 
Please discuss any appointment with the teacher.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



学部共通科目3

授業科目名
　<英訳>

フランス語（上級）(語学)
French

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 フランス語学フランス文学（確認用）
特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月5

授業
形態  語学

使用
言語 フランス語

題目  Francais avancé

 [授業の概要・目的]
Ce cours s'adresse à des étudiants possédant déja une assez bonne maitrise du français. Il offre une 
préparation aux examens organisés par le Ministere français de l'Education Nationale pour certifier les 
compétences linguistiques et permettre l'accès aux études supérieures en France, dans le système universitaire 
francais : le Diplome d'études en langue francaise (DELF) et le Diplome approfondi de langue française 
(DALF). 
Le semestre d'automne est consacré à la préparation du DALF C1, nécessaire pour être admis dans certaines 
Grandes Ecoles. Dans cette perspective, le cours comporte une initiation aux méthodes de la synthèse et de l'
argumentation, à partir de la lecture de dossiers de presse documentaires portant sur la société française. 

 [到達目標]
-renforcer ses connaissances et ses compétences en langue française
-préparer le DELF et le DALF
-s'initier aux méthodes de la synthèse et de l'argumentation 

 [授業計画と内容]
On travaillera de manière systématique sur les quatre types d'exercice de l'examen : compréhension et 
production écrites, avec lectures de textes et rédaction de courts essais ; compréhension orale, avec audition d'
enregistrements publicitaires, radiophoniques, etc. ; production orale, avec des exposés et des débats sur des 
thèmes de société.

 [履修要件]
Pour suivre ce cours, un assez bon niveau de fran#231ais est souhaitable. Ce niveau correspond #224 un 
minimum de deux ann#233es d'apprentissage du fran#231ais, ou #224 une ann#233e de cours intensifs. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
La note finale résultera d'une appréciation globale fondée sur les critères suivants : 
- assiduité; 
- participation orale 
- travaux écrits demandés deux ou trois fois pendant le semestre 
- examen final : entrainement à une épreuve complete du DELF B2, a la fin du semestre (sous la forme d'un 
test d'1h30, et d'une composition a faire chez soi).

フランス語（上級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



フランス語（上級）(語学)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Photocopies distribuées en cours.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Avant le cours, réviser en particulier les points de vocabulaire et de grammaire indiqués par l'enseignant.

（その他（オフィスアワー等））
Pas de permanence : prendre rendez-vous avec l'enseignant.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



学部共通科目4

授業科目名
　<英訳>

フランス語（上級）(語学)
French

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 フランス語学フランス文学（確認用）
特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月5

授業
形態  語学

使用
言語 フランス語

題目  Francais avancé

 [授業の概要・目的]
Ce cours s'adresse à des étudiants possédant déja une assez bonne maitrise du français. Il offre une 
préparation aux examens organisés par le Ministere français de l'Education Nationale pour certifier les 
compétences linguistiques et permettre l'accès aux études supérieures en France, dans le système universitaire 
francais : le Diplome d'études en langue francaise (DELF) et le Diplome approfondi de langue française 
(DALF). 
Le semestre d'automne est consacré à la préparation du DALF C1, nécessaire pour être admis dans certaines 
Grandes Ecoles. Dans cette perspective, le cours comporte une initiation aux méthodes de la synthèse et de l'
argumentation, à partir de la lecture de dossiers de presse documentaires portant sur la société française. 

 [到達目標]
-renforcer ses connaissances et ses compétences en langue française
-préparer le DELF et le DALF
-s'initier aux méthodes de la synthèse et de l'argumentation

 [授業計画と内容]
On travaillera de manière systématique sur les quatre types d'exercice de l'examen : compréhension et 
production écrites, avec lectures de textes et rédaction de courts essais ; compréhension orale, avec audition d'
enregistrements publicitaires, radiophoniques, etc. ; production orale, avec des exposés et des débats sur des 
thèmes de société.

 [履修要件]
Pour suivre ce cours, un assez bon niveau de français est souhaitable. Ce niveau correspond à un minimum de 
deux années d'apprentissage du français, ou à une année de cours intensifs.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
La note finale résultera d'une appréciation globale fondée sur les critères suivants : 
- assiduité; 
- participation orale 
- travaux écrits demandés deux ou trois fois pendant le semestre 
- examen final : entrainement à une épreuve complete du DELF B2, a la fin du semestre (sous la forme d'un 
test d'1h30, et d'une composition a faire chez soi).

フランス語（上級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



フランス語（上級）(語学)(2)

 [教科書]
使用しない
pas de commentaire

 [参考書等]
  （参考書）
Photocopies distribuées en cours.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Avant le cours, réviser en particulier les points de vocabulaire et de grammaire indiqués par l'enseignant.

（その他（オフィスアワー等））
Pas de permanence : prendre rendez-vous avec l'enseignant.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



学部共通科目5

授業科目名
　<英訳>

シュメール語（初級）(語学)
Sumer

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
国士舘大学　　　　　　　　　
イラク古代文化研究所 研究員 森　若葉

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金1

授業
形態  語学

使用
言語 シュメール語

題目  シュメール語文法と楔形文字書記体系のしくみ

 [授業の概要・目的]
　古代メソポタミア文明で話されていたシュメール語は、紀元前四千年紀末からおよそ三千年間に
わたって数多くの資料を残す楔形文字言語である。
　この言語は、複雑な動詞組織をもち、系統関係が不明な膠着語であることが知られている。本授
業は、楔形文字で記されるシュメール語の文法について学ぶことを目的とする。
　前期は、文法の解説とともに、最古の文字である楔形文字の成立としくみ、および系統不明の古
代語であるシュメール語の解読についてもあわせて解説する。
　後期は、文法の概説の続きをおこなうとともに、シュメール語資料の講読・紹介をおこなう。死
語となってのちに長期間にわたって書き継がれた言語の文法の問題点などもあわせて論じる。授業
で扱うシュメール語資料は、王碑文、行政経済文書、裁判文書、文学作品、文法テキストを予定し
ている。

 [到達目標]
　世界最古の文字で、その後三千年間古代オリエント世界の様々な言語を書き記した楔形文字の書
記体系、およびシュメール語の基本的文法構造を理解する．
　また、楔形文字で記されたシュメール語のさまざまな文献を実際に講読し、内容を知ることによ
り、シュメール語文法と楔形文字についての知識を深める。

 [授業計画と内容]
＜前期＞
１．シュメール語の背景―メソポタミア文明の世界について（第1回）
２．シュメール語と楔形文字について（第2回）
３．楔形文字の解読と楔形文字で書かれた諸言語について（第3回）
４．楔形文字の成立としくみについて（第4-5回）
５．シュメール語文法解説と簡単な王碑文購読（8週程度）
６．楔形文字実習（1週）

＜後期＞
文法概説と並行して講読を進めていく予定である。
１．シュメール語文法解説（続き）
２．講読１　王碑文（初期王朝期、アッカド期、ウル第三王朝期）
３. 講読２　行政文書（初期王朝期、ウル第三王朝期）
４．購読３　裁判文書（初期王朝期、アッカド期）
５．講読３　文法テクスト（古バビロニア期、新バビロニア期）
６．講読４　裁判文書、契約文書（アッカド期、ウル第三王朝期）
７．講読５　文学作品（ことわざ、神話、叙事詩等）

授業計画・内容は、変更されることがある．

シュメール語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



シュメール語（初級）(語学)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点（出席状況・授業中の発言）[20％]および学年末レポート（シュメール語文献の翻字・翻
訳）[80％]を予定．

 [教科書]
　授業時に資料およびテキストのコピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
　楔形文字の実習の際、粘土やカッターナイフ等を各自用意してもらう必要がある。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　文献購読については、授業前にシュメール語テキストの文字や単語を調べたり、事前に授業中に
配布する資料に目を通してもらうことがある．

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



学部共通科目6

授業科目名
　<英訳>

スワヒリ語（初級）(語学)
Swahili

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 言語学（確認用）
非常勤講師 井戸根　綾子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  スワヒリ語（初級）

 [授業の概要・目的]
スワヒリ語はタンザニアおよびケニアの国家語であり、東アフリカを代表する共通語である。スワ
ヒリ語の標準文法の理解を基本とし、初級に相当する読解力と日常的な会話能力の習得を目指す。
またスワヒリ語独特の表現をより理解するために、その社会・文化的背景についても説明する。 

 [到達目標]
バンツー諸語の特徴である名詞クラスなどのスワヒリ語の標準文法の理解を基本とし、語彙、文型、
実際の会話表現なども学ぶことで、初級に相当する読解力と日常的な会話能力を身につける。併せ
て、テキストの基本的な表現に基づいた応用練習を行うことで、スワヒリ語を用いて自ら表現する
技能を習得することができる。また、テキストの会話表現には社会的・文化的事象が多く含まれる。
その背景についての補足説明によって、東アフリカの言語だけでなく文化や社会についての知識も
深めることができる。  

 [授業計画と内容]
第1週はオリエンテーションを行う。 
第２週より、以下の項目について学習する。 
あいさつ表現、自己紹介、動詞を使わない文（コピュラ・存在・所有）、現在時制・過去時制・未
来時制・完了時制の表現、名詞クラスなど。 
なお、学習の進度は適宜調整する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況および予習・復習状況（30%）、定期試験の結果（70%）により、総合的に判断する。な
お、３分の２以上の出席率を必須とし、それに満たない場合は授業放棄とみなす。

 [教科書]
竹村景子 『ニューエクスプレス　スワヒリ語』（白水社）ISBN:978-4-560-08527-1

スワヒリ語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



スワヒリ語（初級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
教科書の各レッスンの予習・復習は必須とする。 
各レッスンのスキットについては、予め付属のＣＤを聴いておくこと。 
文法事項についての補足プリントや練習問題のプリントは授業中に配布する。 
練習問題で宿題となったものについては、次週までに予習・復習をしておくこと。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

スワヒリ語（中級）(語学)
Swahili

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 言語学（確認用）
非常勤講師 井戸根　綾子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  スワヒリ語（中級）

 [授業の概要・目的]
スワヒリ語はタンザニアおよびケニアの国家語であり、東アフリカを代表する共通語である。スワ
ヒリ語の標準文法の理解をさらに深め、総合的な読解力と基礎的な表現力の習得を目指す。またス
ワヒリ語独特の表現をより理解するために、その社会・文化的背景についても説明する。

 [到達目標]
初級で習得した知識を基本とし、さらなる文法事項や新たな語彙・慣用表現を学ぶことで、簡単な
昔話などを読める読解力と基礎的な表現力を身につける。併せて、テキストの基本的な表現に基づ
いた応用練習を行うことで、スワヒリ語を用いて自ら表現する技能を習得することができる。また、
テキストの会話表現には社会的・文化的事象が多く含まれる。その背景についての補足説明によっ
て、東アフリカの言語だけでなく文化や社会についての知識も深めることができる。 

 [授業計画と内容]
第1週は初級で学習した文法の復習を行う。 
第２週より、以下の項目について学習する。 
接続形、動詞の派生形（受身形・相互形・使役形・状態形など）、指示詞、条件節、関係節、こと
わざ・格言など。 
なお、学習の進度は適宜調整する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況および予習・復習状況（30%）、定期試験の結果（70%）により、総合的に判断する。な
お、３分の２以上の出席率を必須とし、それに満たない場合は授業放棄とみなす。

 [教科書]
竹村景子 『ニューエクスプレス　スワヒリ語』（白水社）ISBN:978-4-560-08527-1

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

スワヒリ語（中級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



スワヒリ語（中級）(語学)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
教科書の各レッスンの予習・復習は必須とする。 
各レッスンのスキットについては、予め付属のＣＤを聴いておくこと。 
文法事項についての補足プリントや練習問題のプリントは授業中に配布する。 
練習問題で宿題となったものについては、次週までに予習・復習をしておくこと。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

スペイン語（初級）(語学)
Spanish

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 イタリア語学イタリア文学（確認用）
大阪大学　　　　　　　　　　
大学院言語文化研究科 准教授 松本　健二

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  月4

授業
形態  語学

使用
言語 スペイン語

題目  スペイン語（初級）

 [授業の概要・目的]
スペイン語の初級文法を教科書に沿って学習する。授業は文法事項の解説と練習問題からなる。初
級文法を一通り学習するので進度が速く、そのため予習は必須である。

 [到達目標]
CEFRのＡ１程度のレベルを修得する。母語話者の補助があれば、挨拶など日常生活に最低限必要
なコミュニケーションをとることができる。辞書を用いて時間をかけて調べれば、日常生活にかか
わるごく簡単なテクストなら意味を把握することができる。トイレ・出口といった市民生活に不可
欠な街頭指示なら理解できる。

 [授業計画と内容]
第１週：オリエンテーション、文字と発音 
第２－４週： 第１－２課[名詞、冠詞、主語人称代名詞、動詞現在形など] 
第５－７週： 第３－４課[ser・estar・hay、所有詞、指示詞など] 
第８－11週： 第５－６課[目的格人称代名詞、gustar構文など] 
第12－15週： 第７－８課[点過去、比較表現、疑問詞、感嘆文など]と試験 
第15－18週： 第９－10課[線過去、時刻表現、現在完了、過去完了など] 
第19－20週： 第11－13課：[未来形、接続法の活用、使役の構文など] 
第21－24週： 第14課[命令形、接続法] 
第25－26週： 文法補遺の確認 
第27－30週： 復習および試験

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
試験（適宜)、授業での理解度（問題解答の様子）

 [教科書]
西川喬 『新スペイン語ゼミナール』（第三書房）ISBN:978-4-8086-3024-9

 [参考書等]
  （参考書）
辞書： 『ポケットプログレッシブ西和・和西辞典』（小学館）
辞書： 『現代スペイン語辞典』（白水社）
上田博人 『スペイン語文法ハンドブック』（研究社）ISBN:978-4-327-39420-2（中級まで対応した
新しい文法解説書(3,200+税)）

スペイン語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



スペイン語（初級）(語学)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
指示した個所の予習をお願いする。

（その他（オフィスアワー等））
特にない

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

スペイン語（中級）(語学)
Spanish

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 イタリア語学イタリア文学（確認用）
大阪大学　　　　　　　　　　
大学院言語文化研究科 准教授 松本　健二

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  月5

授業
形態  語学

使用
言語 スペイン語

題目  スペイン語（中級）

 [授業の概要・目的]
スペイン語の初級文法を終えた学生を対象とし、スペインやラテンアメリカなどのスペイン語によ
る文学テクストを講読、読解力の向上を目指す。

 [到達目標]
CEFRのＡ２からＢ１程度のレベルを修得する。母語話者と挨拶や健康状態など日常生活に最低限
必要なコミュニケーションをとることができる。辞書を用いて時間をかけて調べれば、新聞等の論
説文や簡単な小説を読解することができる。辞書を用いて時間をかければ、自己紹介などを行なう
こともできる。

 [授業計画と内容]
最初はスペイン語初級文法を復習するため、初級文法の参考書を参照しつつ、平易なスペイン語文
を読み、これまでの文法知識を確認していく。そのうえで、比較的容易なスペイン語文学テキスト
を講読していくが、履修者は毎回の授業で、与えられたテキストを日本語に訳すこととする。その
ため、毎回の授業前の予習は必須である。

 [履修要件]
スペイン語の初級文法が修得済みであること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
試験（適宜）、授業での理解度(問題解答状況など)

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
上田博人 『スペイン語文法ハンドブック』（研究社）ISBN:978-4-327-39420-2（中級までを対象と
した新しい文法参考書(3,200+税)）

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定された個所は予習してくること。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

イタリア語（初級４時間コース）(語学)
Italian(4H)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 イタリア語学イタリア文学（確認用）
非常勤講師 霜田　洋祐

 

配当
学年  2回生以上 単位数  8

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  月2,木3

授業
形態  語学

使用
言語 イタリア語

題目  イタリア語（初級）

 [授業の概要・目的]
イタリア語文法の基礎を学習し、読み書きに必要な知識の習得を目指す。 
授業の進め方としては、文法解説の後で練習問題を解いてもらい、知識の定着を図るというオーソ
ドックスなものを想定している。 
イタリア語やロマンス諸語に興味のある初学者を対象とする。 

 [到達目標]
イタリア語の基礎的な文法事項を理解し、それをもとに平易な文章ならば「正確に」解釈できるよ
うになる。また基本的な語彙と発音を覚え、簡単なアウトプットも行えるようになる。 

 [授業計画と内容]
【前期】 
第１週： オリエンテーションと発音 
第２週： Lezione 1 [名詞、冠詞] 
第３週： Lezione 2 [動詞 essere と avere] 
第４週： Lezione 3 [形容詞] 
第５週： Lezione 4 [直説法現在・規則動詞] 
第６週： Lezione 5 [直説法現在・不規則動詞] 
第７週： Lezione 6 [人称代名詞] 
第８週： Lezione 7 [再起動詞] 
第９週： まとめ 
第10週： Lezione 8 [命令法] 
第11週： Lezione 9 [直説法近過去] 
第12週： Lezione 10 [直説法半過去・大過去] 
第13週： Lezione 11 [直説法未来・先立未来] 
第14週： Lezione 12 [受動態] 
第15週： テスト・フィードバック 

【後期】 
第１週： Lezione 13 [比較級・最上級] 
第２週： Lezione 14 [関係詞] 
第３週： Lezione 15 [ジェルンディオ・ceとne の解説] 
第４週： Lezione 16 [条件法] 
第５週： Lezione 17 [接続法] 
第６週： まとめ・テスト 
第７－14週： 遠過去および講読 
第15週：テスト・フィードバック 

学習の理解度に応じて、変更される場合がある。

イタリア語（初級４時間コース）(語学)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語（初級４時間コース）(語学)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点　30% （とくに練習問題（宿題）の取り組み、小テスト、発音をみる） 
試験　　70% （各テストの平均点と最後のテストの点のうち、高いほうを採る） 

後期は、年度末のほか、教科書が一通り終わった段階でもテストを実施するので（後期第6週の予
定）、注意すること。

 [教科書]
杉本 裕之 『基礎イタリア語講座　－CD付き改訂版－』（朝日出版社）ISBN:978-4-255-55311-5

 [参考書等]
  （参考書）
 『伊和中辞典』（小学館）ISBN:4-09-515402-0
 『ポケットプログレッシブ　伊和・和伊辞典』（小学館）ISBN:4-09-506121-9

 [授業外学習（予習・復習）等]
各課の終わりに教科書の練習問題を解いてもらうが、多くの場合これを宿題として課し、次の授業
の冒頭で解説する。また、新しい文法事項（特に動詞の活用）を学習した後は、予告した上で次の
時間に小テストを行う。 
予習は特に求めないので、復習に力を入れてほしい。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

イタリア語会話（中級）(語学)
Spoken Italian

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 イタリア語学イタリア文学（確認用）
特定外国語担当准教授 文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火5

授業
形態  語学

使用
言語 イタリア語

題目  Corso di conversazione in italiano (livello intermedio)

 [授業の概要・目的]
Il corso si propone lo sviluppo delle quattro abilità base della comunicazione (parlare, scrivere, leggere e 
ascoltare), con una particolare attenzione alla comunicazione orale.

 [到達目標]
Il corso applicherà ai vari aspetti della quotidianità italiana le nozioni grammaticali e sintattiche 
precedentemente studiate.

 [授業計画と内容]
Per lo scopo sopraddetto si ricorrerà all'ascolto di canzoni, alla visione di brevi spezzoni di film, alla lettura di 
articoli e fumetti dai principali quotidiani, siti e blog. È inoltre previsto il ripasso e l’approfondimento di 
alcune nozioni di sintassi e di grammatica della lingua italiana attraverso lo svolgimento di alcune 
esercitazioni scritte e orali.

 [履修要件]
Questo corso è rivolto agli studenti di italiano elementare e intermedio di tutte le facoltà.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
È ammessa una sola assenza. È previsto un esame finale. Si richiede una partecipazione attiva da parte dello 
studente attraverso la lettura e lo svolgimento di esercizi settimanali. Inoltre, periodicamente saranno 
assegnati esercizi preparatori alla lezione, da svolgere individualmente o in gruppo. Al termine del corso, lo 
studente dovrà redigere una breve presentazione su uno degli argomenti trattati durante le lezioni.

 [教科書]
Dispense saranno consegnate settimanalmente in classe.

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Settimanalmente verranno assegnati allo studente degli esercizi preparatori alla lezione, da svolgere da solo, o 
in gruppo insieme agli altri partecipanti della classe. È richiesta la partecipazione attiva da parte dello 
studente al quale è richiesto di intervenire nelle discussioni di classe e di preparare una breve presentazione 
su un argomento a scelta tra quelli che saranno trattati durante le lezioni.

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

朝鮮語（初級A）(語学)
Korean

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 言語学（確認用）
京都産業大学 外国語学部
アジア言語学科 助教　　 杉山　豊

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月2

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  朝鮮語（初級）

 [授業の概要・目的]
朝鮮語を知らない学生を対象に、初歩から文字、発音、初級文法、初級会話を教授し、あわせて朝
鮮・韓国の文化、歴史にもふれる。

 [到達目標]
終了時点でハングルが読め、簡単な会話ができることを目標とする。

 [授業計画と内容]
第一週：オリエンテーション
第二・三・四週：文字と発音
第五～十四週：文法と会話。毎回一課相当の内容を進度の目安とするが、理解程度に応じて適宜調
整し、定期的にまとめ、復習の時間を設ける。
第十五週：期末試験
※フィードバック方法は授業中に案内する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（30点）と学期末、年度末試験（70点）。

 [教科書]
松尾勇・金善美 『初めての韓国語』（同学社）ISBN:978-4-8102-0267-0
教科書以外に随時プリントを使用する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：各回の本文、会話文、及び新出単語に目を通しておくこと。
復習：各回の学習内容を整理し、理解を定着させること。

（その他（オフィスアワー等））
出席を重んじるので、毎回出席し、復習すること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

朝鮮語（初級Ｂ）(語学)
Korean

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 言語学（確認用）
京都産業大学 外国語学部
アジア言語学科 助教　　 杉山　豊

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月2

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  朝鮮語（初級）

 [授業の概要・目的]
朝鮮語を知らない学生を対象に、初歩から文字、発音、初級文法、初級会話を教授し、あわせて朝
鮮・韓国の文化、歴史にもふれる。

 [到達目標]
終了時点でハングルが読め、簡単な会話ができることを目標とする。

 [授業計画と内容]
原則として以下の進度を目安とするが、理解程度に応じて適宜調整する。
第一週：オリエンテーション・前期の学習内容の確認
第二～十四週：文法と会話。毎回一課相当の内容を進度の目安とするが、理解程度に応じて適宜調
整し、定期的にまとめ、復習の時間を設ける。
第十五週：期末試験
※フィードバック方法は授業中に案内する。

 [履修要件]
前期よりの継続なので、前期に初級を履修しているか、またはそれと同等の学習歴のある者。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（30点）と学期末、年度末試験（70点）。

 [教科書]
松尾勇・金善美 『初めての韓国語』（同学社）ISBN:978-4-8102-0267-0
教科書以外に随時プリントを使用する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：各回の本文、会話文、及び新出単語に目を通しておくこと。
復習：各回の学習内容を整理し、理解を定着させること。

（その他（オフィスアワー等））
出席を重んじるので、毎回出席し、復習すること。
オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

朝鮮語（中級Ａ）(語学)
Korean

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 言語学（確認用）
京都産業大学　　　
外国語学部 准教授 朴　真完

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  語学

使用
言語  朝鮮語

題目  朝鮮語(中級)

 [授業の概要・目的]
朝鮮語文法における用言の活用、助詞の用法、接続語尾にいたるまで、中級文法を一通り解説する。
各課の内容は以下の文法事項のほか、簡単な会話を含む。文法説明は講義形式で行うが、会話と読
解はペア練習または発表形式で練習する。また、適宜文化、歴史の話題を折り込み韓国・朝鮮につ
いての理解も深めてゆきたい。 

 [到達目標]
中級朝鮮語文法を身につけ、会話において直接その知識を活用できるようになる。 

 [授業計画と内容]
学習する主要な文法項目は以下の通りである。 
1) 発音の注意点、2) 音変化、3) 丁寧語尾二種(平叙、疑問)（２週）、4) 尊敬、5) 接続語尾、6) 時制
(過去・未来)（２週）、7) 連体形、8) 否定・禁止、9) 数詞と助数詞（２週）、10) 助詞の形式と用
法、11) 変則活用（２週）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業での発表（20点）、小テスト（１回、20点）、期末試験（60点）

 [教科書]
熊谷明泰 『アリラン』（朝日出版社）ISBN:978-4255556185

 [参考書等]
  （参考書）
油谷幸利・門脇誠一・松尾勇・高島淑郎共編 『朝鮮語辞典』（小学館）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業は教科書に沿って行うので、授業前に次回の内容を予習して下さい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

朝鮮語（中級Ｂ）(語学)
Korean

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 言語学（確認用）
京都産業大学　　　
外国語学部 准教授 朴　真完

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  語学

使用
言語  朝鮮語

題目  朝鮮語（中級）

 [授業の概要・目的]
中級レベルの文法、発音、会話、作文、読解を学習する。主要テーマとして日韓交流の歴史を挙げ、
語学だけではなく、文化・社会・歴的事情も視野に入れ、総合的に韓国・朝鮮の諸般事情について
情報を与える。授業内容の理解を確認するために小テストを実施する。必要に応じて、プリント教
材を配布して内容の理解を助ける。 

 [到達目標]
中級朝鮮語文法を身につけ、会話において直接その知識を活用できるようになる。

 [授業計画と内容]
学習する主要な文法項目は以下の通りである。1) 受け身、2) 名詞化語尾、3) 形容詞からの派生動詞
（２回）、4) 選択否定、5) 限定、6) 引用、7) 漢字語（２回）、8) 疑問形、9) 使役、10) 主要な助詞
（２回）、11) 主要な語尾（２回）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業での発表（20点）、小テスト（１回、20点）、期末試験（60点）

 [教科書]
熊谷明泰 『アリラン』（朝日出版社）ISBN:978-4255556185

 [参考書等]
  （参考書）
油谷幸利・門脇誠一・松尾勇・高島淑郎共編 『朝鮮語辞典』（小学館）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業は教科書に沿って行うので、授業前に次回の内容を予習して下さい。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

サンスクリット（２時間コース）(語学)
Sanskrit(2H)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 インド古典学（確認用）
助教 白眉センター 置田　清和

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水3

授業
形態  語学

使用
言語  サンスクリット

題目  サンスクリット初級文法（２時間コース）

 [授業の概要・目的]
サンスクリット語は南アジアにおいて発生した文化、哲学、宗教（仏教、ジャイナ教、ヒンドゥー
教等）を理解する為に欠かせない言語である。また、インド・ヨーロッパ語族の一部として重要な
位置を占めるサンスクリット語を学ぶことは、西洋古典、言語学を学ぶ者にとっても有益である。

 [到達目標]
このコースでは古典サンスクリット語の初級文法を習得し、基本的な文法事項と語彙を身につけさ
せることによって、平易なサンスクリット文章を読解する運用力を養成することをめざす。

 [授業計画と内容]
文法事項の解説と練習問題による読解演習とを平行して授業を進める。扱う主な文法事項は以下で
ある： 

前期 
サンスクリット語概論、音論・連声（第1-3週） 
名詞・形容詞曲用（母音語幹：第4-9週、子音語幹：第10-14週） 
複合語、代名詞、数詞（第15週） 

後期 
動詞現在活用（第１種活用：第16-18週、第２種活用：第19-22週） 
未来、完了、受動、使役、アオリスト、準動詞（第22-28週） 
試験（第29週） 
フィードバック（第30週） 

＊授業の進行は学習の理解度に応じて調整する場合がある。

 [履修要件]
予備知識は必要ない。幅広い専攻からの受講を歓迎する。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平素の成績（毎週の小テスト5０点）と年度末筆記試験（5０点）による。

サンスクリット（２時間コース）(語学)(2)へ続く↓↓↓



サンスクリット（２時間コース）(語学)(2)

 [教科書]
J.ゴンダ（鎧淳訳） 『サンスクリット語初等文法』（春秋社）ISBN:4393101081

 [参考書等]
  （参考書）
上村 勝彦 『サンスクリット語・その形と心』（三省堂）ISBN:4385364656

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：毎週授業で行う小テスト、読解練習問題に準備してくること。 
復習：授業で説明した文法事項を復習、暗記すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

サンスクリット（４時間コース）(語学)
Sanskrit(4H)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 インド古典学（確認用）
特定外国語担当教授 文学研究科 ＶＡＳＵＤＥＶＡ,　Ｓｏｍｄｅｖ

 未定

 

配当
学年  1回生以上 単位数  8

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  月5,木5

授業
形態  語学

使用
言語  サンスクリット

題目  Sanskrit Grammar

 [授業の概要・目的]
An introduction to the Sanskrit language for beginners. This class aims to cover the basics of Sanskrit 
Grammar in two terms. Instruction will be in English. 

 [到達目標]
The aim is to learn the basic skills of reading and interpreting elementary prose and verse in classical Sanskrit.
 This involves learning basic grammatical analysis.  

 [授業計画と内容]
We will focus on covering the material taught in E.D. Perry's "A Sanskrit Primer", reading all of the exercises 
and also practising basic translation into Sanskrit. Supplementary materials and exercises will be provided as 
necessary. 
Week 1: Introductory, alphabet and sounds 
Week 2-14: lessons 2-10 of Perry 
Week 15-16: revision 

Week 1-14: lessons 11-18 of Perry 
Week 15-16: revision

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Attendance, participation, quizzes.

 [教科書]
E.D. Perry 『A Sanskrit Primer』（Nabu Press 2011）ISBN:178794733 

 [参考書等]
  （参考書）
Arthur A. MacDonell 『A Sanskrit Grammar for Students』（OUP, 1971）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Homework involves preparing translations from Sanskrit into English and translations from English into 
Sanskrit. Weekly review of grammatical categories and memorization of vocabulary. The expected 
preparation time is approximately two to three hours per week. 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

ヘブライ語（初級）(語学)
Hebrew

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 キリスト教学（確認用）
非常勤講師 手島　勲矢

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語 ヘブライ語

題目  ヘブライ語文法（初級）

 [授業の概要・目的]
ヘブライ語の歴史的概要に加えて、文法の基礎（母音記号、名詞、人称代名詞、形容詞、前置詞、
語根、動詞／分詞ほか）の導入。授業では、聖書やイスラエルの幼児向け絵本やラビ・ユダヤ教テ
キストの例文を用いて、動詞を伴わないヘブライ語文の構造に慣れてもらう。文法情報とテキスト
解釈との関係について、またヘブライ語文法の哲学的意義・思想的特徴についても授業では言及す
る。 

 [到達目標]
ヘブライ語の文字と母音記号を認識して声に出して読めること書けること。名詞と形容詞の変化、
人称代名詞と前置詞の人称変化が認識できること。完了・未完了をのぞく動詞（分詞）の活用、そ
の文章構造を理解し和訳できること、またヘブライ語作文できること。辞書を利用できること。

 [授業計画と内容]
１．ヘブライ語の歴史（聖書へブライ語と賢者のヘブライ語ほか）、２．母音記号と文字、３．形
容詞と名詞（男性形と女性形他）、４．形容詞と名詞（単数形と複数形他）、５．人称代名詞と指
示代名詞、６．数詞と前置詞、７．語根と動詞、８．７つの動詞、９．名詞文、１０．存在の名詞
ほか。＊１課題あたり１～２回を当てる。内容や順番は授業の進捗状況で多少変化することもある。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価・・・・出席と授業参加（３０％）、中間テスト（３０％）、期末テスト（４０％）

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に、なすべき宿題、予習、復習については指示をする。 

（その他（オフィスアワー等））
授業では、文字や母音記号を覚えるための実践的練習、また文法の意義を確認する解説の中で聖書
テキストやラビ文献他も紹介する。初級では動詞の完了形・未完了形・命令形は扱わない。それら
は中級で導入する。初級と中級をあわせての履修が好ましい。最終的には、辞書を使って独力で様
々な時代の文章を読めるようにすることを目標とするため、現代ヘブライ語辞典の購入を勧める。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

ヘブライ語（中級）(語学)
Hebrew

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 キリスト教学（確認用）
非常勤講師 手島　勲矢

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語 ヘブライ語

題目  ヘブライ語文法（中級）

 [授業の概要・目的]
中級では、ヘブライ語動詞の基礎（完了形・未完了形・命令形など）を身に付け、実際の文章の中
で動詞の諸形態を認識して、動詞を伴う文章を理解することをめざす。聖書ヘブライ語と賢者のヘ
ブライ語の差異を紹介する。 

 [到達目標]
動詞／完了・未完了などの活用に習熟すること。不規則変化を語根パターンにおいて認識できるこ
と。動詞の完了形・未完了形・命令形を含むヘブライ語文章を理解し翻訳できるようになること。
聖書ヘブライ語の基本的な特徴を理解すること。徐々に母音記号をへらしながら、母音記号のない
テキストが読めることをめざす。 

 [授業計画と内容]
１．ヘブライ語動詞パラダイムの諸問題、２．完了形（基本）、３．未完了形（基本）、４．不規
則変化（III-h/y）、５．不規則変化（II-w/y、I-y）、６．不規則変化（I-n、II&III-Geminated)、７．
不規則変化（喉音文字を含む語根）、８．人称接尾辞と不定詞と命令形、９．時制の問題、１０．
聖書へブライ語と賢者のヘブライ語、１１．まとめ。１課題あたり１～２回の授業を要する。進捗
状況をみながら内容や順番は多少変化する。 講義形式は、ヘブライ語辞書を用いながら読んでいく
中で文法の説明を行うスタイルとなる。

 [履修要件]
へブライ語（初級）を履修している、もしくは同程度のヘブライ語の知識があること。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価・・・出席・授業参加（３０％）、中間テスト（３０％）、期末テスト（４０％）

 [教科書]
授業中に指示する

ヘブライ語（中級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ヘブライ語（中級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業時に指示します。 

（その他（オフィスアワー等））
中級では実地にヘブライ語テキストを辞書を引きながら読んでいく。テキストは思想・哲学・言語
に関する易しい論文の抜粋、また聖書、ミシュナー・タルムード他、からのサンプル的文章等を考
えている。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

イラン語（初級）(語学)
Iranian

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
大阪大学 竹原　新

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火5

授業
形態  語学

使用
言語  イラン語

題目  イラン語（初級）   

 [授業の概要・目的]
イランの公用語であるペルシア語の初級を学ぶ。基本文法、基礎単語を修得し、初級レベルの総合
的なペルシア語力を養うことを目的とする。   

 [到達目標]
第１回　イントロダクション
第２～２９回　基礎語学力の修得
文字の読み方や書き方を練習しつつ、基本的な文法や単語を学ぶ。徐々に難易度を上げ、後半には
簡単な物語等が読める段階まで語学力を高める。原則として、毎回、復習テストを行う。
第３０回　授業の総括 

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション
第２～２９回　基礎語学力の修得
文字の読み方や書き方を練習しつつ、基本的な文法や単語を学ぶ。徐々に難易度を上げ、後半には
簡単な物語等が読める段階まで語学力を高める。原則として、毎回、復習テストを行う。
第３０回　授業の総括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価

 [教科書]
授業中にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
黒柳恒男『現代ペルシア語辞典』(大学書林)   

 [授業外学習（予習・復習）等]
文字の書き方、基本文法、基礎単語の修得が中心となる前半においては十分な復習が必要となるが、
簡単な物語等を読み進める後半においてはこれに予習が加わる。   

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

チベット語（初級）(語学)
Tibetan

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 仏教学（確認用）
愛知県立大学　外国語学部　教授 高橋　慶治

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月1

授業
形態  語学

使用
言語 チベット語

題目  チベット語初級

 [授業の概要・目的]
この授業では、とくに現代チベット文語の資料をもとにチベット語の初級文法
を学ぶ。これによって、現代口語を理解することができるとともに、古典文法
への橋渡しともなる。

チベット語は日本語と類似した特徴もあり、日本人にとっては学びやすい言語
であると言える。しかし、文字体系は複雑であり、また、動詞の屈折や助動詞
の使い方には学習に困難な面もある。

1年間の授業で簡単な読み物が読める程度の文法知識を身につけることを目標と
する。

 [到達目標]
前期はチベット文字およびその読み方を習得し、チベット語の名詞の構造、文
での使い方を理解する。

後期は動詞の屈折を中心として学び、文の構造を理解する。

 [授業計画と内容]
「概要・目的」欄に書いたように、日本語話者にとってチベット語はとくに難
しい言語ではない。授業は、文字の習得から始め、日本語と異なる特徴を示す
点についてはできる限り丁寧に説明を加えながら、段階的に文法の複雑なレベ
ルに進む。

受講生は、理解できない点を積極的に質問することが期待される。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は、学期末に行う試験（100%）によって決定する。
チベット語の文法事項を十分に理解していることが期待される。

 [教科書]
プリントを配布する。

チベット語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



チベット語（初級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
語学の授業であるので、受講生は予習・復習を行わなければ授業についていけ
なくなる。とくに、前期ではチベット文字、後期では動詞の屈折について何度
も繰り返し復習する必要がある。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

チベット語（初級)(語学)
Tibetan

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 仏教学（確認用）
愛知県立大学　外国語学部　教授 高橋　慶治

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月1

授業
形態  語学

使用
言語 チベット語

題目  チベット語初級

 [授業の概要・目的]
この授業では、とくに現代チベット文語の資料をもとにチベット語の初級文法
を学ぶ。これによって、現代口語を理解することができるとともに、古典文法
への橋渡しともなる。

チベット語は日本語と類似した特徴もあり、日本人にとっては学びやすい言語
であると言える。しかし、文字体系は複雑であり、また、動詞の屈折や助動詞
の使い方には学習に困難な面もある。

1年間の授業で簡単な読み物が読める程度の文法知識を身につけることを目標と
する。

 [到達目標]
前期はチベット文字およびその読み方を習得し、チベット語の名詞の構造、文
での使い方を理解する。

後期は動詞の屈折を中心として学び、文の構造を理解する。

 [授業計画と内容]
「概要・目的」欄に書いたように、日本語話者にとってチベット語はとくに難
しい言語ではない。授業は、文字の習得から始め、日本語と異なる特徴を示す
点についてはできる限り丁寧に説明を加えながら、段階的に文法の複雑なレベ
ルに進む。

受講生は、理解できない点を積極的に質問することが期待される。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は、学期末に行う試験（100%）によって決定する。
チベット語の文法事項を十分に理解していることが期待される。

チベット語（初級)(語学)(2)へ続く↓↓↓



チベット語（初級)(語学)(2)

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
語学の授業であるので、受講生は予習・復習を行わなければ授業についていけ
なくなる。とくに、前期ではチベット文字、後期では動詞の屈折について何度
も繰り返し復習する必要がある。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

チベット語（中級）(語学)
Tibetan

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 仏教学（確認用）
准教授 文学研究科 宮崎　泉

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月1

授業
形態  語学

使用
言語 チベット語

題目  チベット語（中級）

 [授業の概要・目的]
この授業は、チベット語初級を学んだ学生がチベット語文献を読解しながら、チベット語文法に対
する理解をさらに深め、チベット語文献の読解能力を高めることを目的とする。本年度は仏教文献
を取り上げるが、仏教文献の中で使われるチベット語も多様であるため、なるべく多くの分野の仏
教文献を取り上げることで、広い分野の仏教文献に対処できる基礎的な能力を身につけることを目
指す。

 [到達目標]
チベット語文法に対する理解を深め、多様なチベット語文献を読解する能力を習得することを目的
とする。

 [授業計画と内容]
この授業では、時代によるチベット語自体の違いや、翻訳文献の中でも経典や注釈といったスタイ
ルの違いも網羅するために、以下のような文献を順に取り上げる予定である。

1. 古チベット語を含むチベット撰述仏教文献
2. サンスクリット経典からの翻訳文献
3. サンスクリット注釈からの翻訳文献

それぞれの文献の読解にあたり、そこに現れるチベット語の特徴を解説し、読解に必要な内容の説
明を行う。その後各文献を三から四週程度かけて輪読する。

 [履修要件]
チベット語初級文法を終えていること。読解に必要な仏教の知識は授業の中で説明するので、仏教
に関する知識は前提としない。 後期のチベット語（中級）をあわせて受講することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。出席と授業中の発表の内容により評価する。

 [教科書]
授業中にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
それぞれのチベット語文献の性格に注意しながら予習し、問題点を整理しておくことが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



学部共通科目24

授業科目名
　<英訳>

チベット語（中級）(語学)
Tibetan

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 仏教学（確認用）
准教授 文学研究科 宮崎　泉

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月1

授業
形態  語学

使用
言語 チベット語

題目  チベット語（中級）

 [授業の概要・目的]
この授業は、チベット語初級を学んだ学生がチベット語文献を読解しながら、チベット語文法に対
する理解をさらに深め、チベット語文献の読解能力を高めることを目的とする。本年度は仏教文献
を取り上げるが、仏教文献の中で使われるチベット語も多様であるため、なるべく多くの分野の仏
教文献を取り上げることで、広い分野の仏教文献に対処できる基礎的な能力を身につけることを目
指す。

 [到達目標]
チベット語文法に対する理解を深め、多様なチベット語文献を読解する能力を習得することを目的
とする。

 [授業計画と内容]
授業計画と内容
この授業では、独立した論書と他の論書に対する注釈といった翻訳文献中のスタイルの違いや、翻
訳文献とチベット撰述文献の相違に対する理解を深めるため、以下のような文献を順に取り上げる
予定である。

1. サンスクリット論書からの翻訳文献
2. サンスクリット注釈からの翻訳文献
3. チベット撰述古典チベット語文献

それぞれの文献の読解にあたり、そこに現れるチベット語の特徴を解説し、読解に必要な内容の説
明を行う。その後各文献を三から四週程度かけて輪読する。

 [履修要件]
チベット語初級文法を終えていること。読解に必要な仏教の知識は授業の中で説明するので、仏教
に関する知識は前提としない。 前期のチベット語（中級）を受講していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。出席と授業中の発表の内容により評価する。

 [教科書]
授業中にプリントを配布する。

チベット語（中級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



チベット語（中級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
それぞれのチベット語文献の性格に注意しながら予習し、問題点を整理しておくことが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

アラブ語（初級）(語学)
Arabic

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
国立民族学博物館　　
民族社会研究部 教授 西尾　哲夫

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  木2

授業
形態  語学

使用
言語  アラブ語

題目  アラビア語の初級

 [授業の概要・目的]
アラビア語は、西はモロッコから東はイラクまでの中東・北アフリカ諸国で使われており、およそ
一億五千万人の母語となっている。またイスラム教（イスラーム）の聖典『コーラン（クルアーン）
』はアラビア語で書かれているため、南アジア・東南アジア・中国などのムスリム（イスラム教徒）
もアラビア語の知識をもっている。 
この授業では、アラビア語の文字の書き方からはじめ、初級程度の文法事項をおしえる。

 [到達目標]
アラビア文字が読めて書けるようになる。また基本的単語については、弱子音を語根に含む単語に
ついてアラビア語の辞書が引けるようになる。基本的な文章表現について読む・書く・話すができ
るようになる。

 [授業計画と内容]
（１）アラビア語についての概説（第１回目の授業） 
（２）アラビア語学習法の概説（第１回目の授業） 
（３）アラビア文字（第２回目から第８回目の授業） 
（４）初級程度のアラビア語文法（第２回目から最後の授業） 
（５）アラビア語辞書の引き方（第９回目以降の授業毎）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点で評価する。出席を重視する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
西尾哲夫 『言葉から文化を読む―アラビアンナイトの言語世界』（臨川書店）（とくに現代アラブ
世界の言語状況についてふれた第１章）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業毎に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

ポーランド語（初級Ｉ）(語学)
Polish

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 スラブ語学スラブ文学（確認用）
非常勤講師 Ｂｏｇｎａ　Ｓａｓａｋｉ

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  木4

授業
形態  語学

使用
言語 ポーランド語

題目  ポーランド語初級Ｉ

 [授業の概要・目的]
ポーランド語の初級文法を習得する。

 [到達目標]
ポーランド語を初めて学ぶ受講生は、一年間の学習を終えてから、辞書を使って簡単な文章が読め
るように、この言葉の構造や基本的な文法を身につけていきます

 [授業計画と内容]
前期 
１．ポーランド語の基礎知識（文字、アクセント、語尾変化、発音など）【１週】 
２．基本的な動詞（byc,miec）の変化、格の基礎知識、代名詞の主格、挨拶や自己紹介に関する語
彙【２週】 
３．名詞と形容詞の単数主格、名詞と形容詞の性の見分け、動詞の第１変化（-m,-sz型）、「これ
は○○である」「○○が△△をする」のような基本的な文型、日常生活に関する語彙【３週】 
４．名詞と形容詞の単数複数造格、日本語の「～である」に相当する主格と造格の使い分け、動詞
の第２変化（-e,-isz型）、国名や職業名に関する語彙【３週】 
５．名詞と形容詞の単数対格、所有代名詞の単数主格、人称代名詞の対格、家族や趣味に関する語
彙、年齢を表すなどの数詞の使い方【３週】 
６．ここまでの総復習、主格、造格、対格の使い分けや基本的な文型の確認、語彙の復習【２週】 
７．前期小テストとフィードバック【１週】 

後期 
１．moc, musiec, lubicなどの助動詞の使い方、-owacで終わる動詞、動詞の第３変化（-e,-esz）、動
詞活用のまとめ、頻度を表す語彙、様々な活動を表す語彙【２週】 
２．名詞と形容詞の単数生格、否定生格の用法、isc/chodzic, jechac/jezdzicの用法、人称代名詞の造
格、時間、曜日の表し方、znac, wiedziec, umiecの使い分け、do＋場所とna＋目的の使い分け【２週
】 
３．名詞と形容詞の複数生格、malo,duzo等＋生格の用法、形容詞の比較級と最上級、nosic,zakladac
の用法、podoba mi sieなど人称の与格を使う用法、食料品や買い物に関する語彙【２週】 
４．動詞の過去形、月の名前の前置格、過去の出来事の述べ方、時間帯を表す表現【２週】 
５．動詞の未来形、現在形、過去形と未来形のまとめ、予定の表し方、希望の述べ方【２週】 
６．名詞と形容詞の単数複数前置格、特定の場所への行きかたに関する表現、方角や観光に関する
表現、前置詞の使い方のまとめ【２週】
７．前後期の総復習、名詞と形容詞の格変化の補足と使い方の確認、基本文型の復習【２週】 
８．期末テスト【１週】 
９．フィードバック【１週】

ポーランド語（初級Ｉ）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ポーランド語（初級Ｉ）(語学)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況（15％）と学年末に行う試験（85％）の両方で評価する。

 [教科書]
石井哲士朗・三井レナータ著 『ニューエクスプレス　ポーランド語』（白水社）ISBN:978-4-560-
06794-9
授業中に資料も配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
木村彰一・工藤幸雄・吉上昭三・小原雅俊・塚本桂子・石井哲士朗・関口時正［編］ 『ポーランド
語辞典』（白水社）ISBN:978-4-560-00095-3

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



学部共通科目27

授業科目名
　<英訳>

ポーランド語（中級II）(語学)
Polish

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 スラブ語学スラブ文学（確認用）
非常勤講師 Ｂｏｇｎａ　Ｓａｓａｋｉ

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  語学

使用
言語 ポーランド語

題目  ポーランド語中級II

 [授業の概要・目的]
初級レベルよりやや高度な文法を学びつつ、語彙力を伸ばします。

 [到達目標]
この授業を通して、より複雑な文章構造を理解する力、自分の意見などをある程度伝え表現する力
を身につけていきます。

 [授業計画と内容]
受講生の興味や要求を聞き、詳しい授業形態を決めます。特に希望がなければ受講生のレベルに応
じたテキストを読み、翻訳や文章構造の説明、文法的な解説などを行いたいと思います。 
テキストの詳細については出席者と相談のうえで決めます。ポーランドの文化に関連した、易しい
文章を使う予定です。 

授業計画： 
１．ポーランド語の知識の確認、教材の相談、短い記事の解説【１週】 
２．テキストIー翻訳と解説【３週間】 
３．テキストII－翻訳と解説【３週間】 
４．テキストIII－翻訳と解説【３週間】 
５．テキストIV－翻訳と解説【３週間】 
６．総復習とまとめ【２週】  
７．フィードバック【１週】

 [履修要件]
ポーランド語の文法の基礎知識、１年間以上の学習歴が要求されます。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
基本的に前期末課題（80％）での評価となります。出席状況（10％）や授業での積極的な態度（10
％）も考慮します。

 [教科書]
授業中に資料を配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

ポーランド語（中級II）(語学)
Polish

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 スラブ語学スラブ文学（確認用）
非常勤講師 Ｂｏｇｎａ　Ｓａｓａｋｉ

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  語学

使用
言語 ポーランド語

題目  ポーランド語中級Ⅱ

 [授業の概要・目的]
初級レベルよりやや高度な文法を学びつつ、語彙力を伸ばします。

 [到達目標]
この授業を通して、より複雑な文章構造を理解する力、自分の意見などをある程度伝え表現する力
を身につけていきます。

 [授業計画と内容]
受講生の興味や要求を聞き、詳しい授業形態を決めます。特に希望がなければ受講生のレベルに応
じたテキストを読み、翻訳や文章構造の説明、文法的な解説などを行いたいと思います。 
テキストの詳細については出席者と相談のうえで決めます。ポーランドの文化に関連した、易しい
文章を使う予定です。

授業計画： 
１．ポーランド語の知識の確認、教材の相談、短い記事の解説【１週】 
２．テキストIー翻訳と解説【３週間】 
３．テキストII－翻訳と解説【３週間】 
４．テキストIII－翻訳と解説【３週間】 
５．テキストIV－翻訳と解説【３週間】 
６．総復習とまとめ【２週】 
７．フィードバック【１週】

 [履修要件]
ポーランド語の文法の基礎知識、１年間以上の学習歴が要求されます。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
基本的に後期末課題（80％）での評価となります。出席状況（10％）や授業での積極的な態度（10
％）も考慮します。

 [教科書]
授業中に資料を配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

ロシア語（初級）(語学)
Russian

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 スラブ語学スラブ文学（確認用）
教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水2

授業
形態  語学

使用
言語  ロシア語

題目  ロシア語の基礎Ⅰ

 [授業の概要・目的]
　ロシア語やロシア文化に関心のある学生を対象として、ロシア語を一から勉強していきます。前
期は、日本ではあまりなじみのない文字の書き方と発音から始めて、意外に日本語との類推が利く
基本的な文法と構文、語彙を学習していきます。

 [到達目標]
１）ロシア語で使用されているキリル文字とその発音を習得する。
２）ロシア語の基礎的な文法を習得する。

 [授業計画と内容]
授業は配付プリントに沿って進みます。各単元の題名は以下の通りです。
序：文字と発音
１：これは家です。
２：これは何ですか。
３：これは私の鉛筆です。
４：今日は寒い。
５：彼らは何をしているのですか。
６：私はモスクワに住んでいます。
７：彼女は学校に行くところです。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点30％、試験70％で評価します。

 [教科書]
プリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
開講時および授業中に紹介します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習は、教員から指示があったとき以外は不要です。
語学は復習が大事です。授業で出てきた単語や構文はしっかり復習してマスターしてください。

（その他（オフィスアワー等））
詳細は開講時に指示します。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

ロシア語（中級）(語学)
Russian

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 スラブ語学スラブ文学（確認用）
教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  語学

使用
言語  ロシア語

題目  ロシア語の基礎Ⅱ

 [授業の概要・目的]
　前期のロシア語（初級）に引き続いて、ロシア語やロシア文化に関心のある学生を対象として、
ロシア語を勉強していきます。後期は基本文法と構文、語彙の学習をさらに進め、基礎文法の完成
をめざします。

 [到達目標]
ロシア語の基礎文法を習得し、辞書をひけば平易なロシア語が読めるようになる。

 [授業計画と内容]
授業は配付プリントに沿って進みます。各単元の題名は以下の通りです。
１．私は明日、暇です。
２．イワンには妹がいます。
３．口述を筆記しなさい。
４．彼は手紙をペンで書いています。
５．彼女は長編小説を読み終わりました。
６．私は職場に乗換えで通っています。
７．彼は1840年に生まれました。
８．どの季節が一番良いですか。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点30％、試験70％で評価します。

 [教科書]
プリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
開講時および授業中に紹介します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習は、教員から指示があったとき以外は不要です。 
語学は復習が大事です。授業で出てきた単語や構文はしっかり復習してマスターしてください。

（その他（オフィスアワー等））
詳細は開講時に指示します。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

満州語（初級）(語学)
Manchu

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 言語学（確認用）
大阪大学 岸田　文隆

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  満洲語文語入門

 [授業の概要・目的]
満洲語の文字、音韻、基礎的文法についての理解と習得をはかる。

 [到達目標]
満洲語の輪郭と歴史を理解する。満洲文字を読んだり、書いたりできる。

 [授業計画と内容]
満洲語は清朝を建国した満洲族の言語であるが、この言語の概要について解説したあと、満洲文字
の字母、表記システムの理解と習得をはかる。また、満洲語を満洲文字によって記録した資料とロ
ーマ字、漢字、ハングル、かな等の外国文字によって記録した資料の表記の比較対照、さらには現
代の満洲語の音韻との比較対照を通して、満洲語音韻史の理解をはかる。また、満洲語の形態・統
語の基礎的文法についても学ぶ。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価

 [教科書]
河内良弘・他 『満洲語文語入門』（京都大学学術出版会）

 [参考書等]
  （参考書）
河内良弘 『満洲語辞典』（松香堂書店）ISBN:9784879746801

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストや配布した資料にあらかじめ目をとおしておくこと。 
満洲文字の読み・書きの復習をすること。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



学部共通科目32

授業科目名
　<英訳>

満州語（中級）(語学)
Manchu

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 言語学（確認用）
大阪大学 岸田　文隆

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  満洲語文語初級

 [授業の概要・目的]
満洲語の初級文法についての理解と習得をはかるとともに、満洲語の原資料を読み読解力を養成す
る。  

 [到達目標]
満洲語の文献を辞書を引きながら読むことができる。

 [授業計画と内容]
満洲語は清朝を建国した満洲族の言語であるが、清一代を通じて第一の公用語であったため、膨大
な量の古文書類、書籍類、金石資料が残されている。本授業では、それら資料のうち、代表的・重
要なもの、たとえば満洲実録、満洲固有文芸資料、「清文鑑」などの辞典類、「清文啓蒙」などの
満洲語学習書、主要漢籍類（経書、小説など）の翻訳などをとりあげる。また、往時朝鮮において
満洲語の通訳官養成に用いられていた教科書（清学書）も読む。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価

 [教科書]
河内良弘・他 『満洲語文語入門』（京都大学学術出版会）

 [参考書等]
  （参考書）
河内良弘 『満洲語辞典』（松香堂書店）ISBN:9784879746801

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストや配布資料にあらかじめ目を通し、辞書・語彙集を引いて、下調べをしておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

ヒンディー語（初級）(語学)
Hindi

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 インド古典学（確認用）
追手門学院大学　　　　　　　
国際教養学部アジア学科 講師 小松　久恵

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金5

授業
形態  語学

使用
言語 ヒンディー語

題目  ヒンディー語（初級）

 [授業の概要・目的]
21世紀の世界において重要な役割を果たすと予想される巨大国家インドの公用語ヒンディー語の初
等文法と簡単な会話を学ぶ。また映像・画像などのビジュアルを通して、急激に変化を遂げる現代
インド社会に触れる。インド古典文学の専攻者だけでなく、将来商社マン・外交官あるいは技術者
として南アジア地域での活動を希望する諸君にも是非受講してもらいたい。

 [到達目標]
インドでは英語が通じると言われるが、実際には、英語を不自由なくしゃべることのできる話者数
は全人口の5パーセントにも満たない。インド人と深い意思疎通をするためには現地語を知ること
が不可欠となる。インドの公用語であるヒンディー語を通して異文化世界としての北インドについ
て学び、世界認識の幅を広げる。ヒンディー文字を習得し、ヒンディー語の初級文法と簡単な会話
を理解する。

 [授業計画と内容]
教科書を毎回一課の速度で進んでいき、1年で文法を一通り終えて読み物を読んだり、簡単な会話
ができるようになることを目標とする。また適宜、映画を用いて音声でのヒンディー語のみならず
インドの社会風俗にも触れる。 

前期 
１．導入 
２．文字と発音【４週】 
３．文法と会話【9週】 
４．中間試験【１週】 
　　 
後期 
５. 中間試験のフィードバック【１週】 
６．文法と会話【７～8週】 
７．文法と絵本講読【４～５週】 
８．期末試験【１週】

 [履修要件]
授業には継続的に参加すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（30％）と筆記試験（期末30、年度末40）によって評価する。

 [教科書]
町田和彦 『ニューエクスプレス　ヒンディー語』（白水）ISBN:978-4-560-06791-8（同著者の「CD
エクスプレス、ヒンディー」とは別の本なので、間違えないこと）

ヒンディー語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ヒンディー語（初級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
辞書については初回の授業で紹介する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の前日までに前回の講義内容を見直し、特に前回の練習問題を復習しておく。インド関係の情
報に関心を持つこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

ヒンディー語（中級）(語学)
Hindi

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 インド古典学（確認用）
大阪大学　　　　　　　　
言語文化研究科 専任講師 西岡　美樹

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語 ヒンディー語

題目  ヒンディー語（中級） 

 [授業の概要・目的]
この授業では、研究に必要なテキストを正確に理解できるよう、ヒンディー語の中級および上級文
法を導入し、読解力の向上を目指す。また、必要に応じ、映像・音声メディアも利用し読解力と相
関関係にある聴解力の向上も図る。

 [到達目標]
・長い文章を読んで理解し、内容を把握できるようになる。 
・簡単な説明文を聞いて理解することができる。 
・単文および簡単な複文使って、日常会話レベルより少し高度な自己表現ができるようになる。

 [授業計画と内容]
本授業における基本的な導入順序は以下の通りである。 

第 1 ～ 5週目：(アクバルとビールバル、パンチャタントラ、小話など) 
第 6 ～ 10週目：(短編：インド神話、新聞記事など) 
第12 ～ 15週目：(TVドラマのシナリオ、会話集など) 
第16 ～ 20週目：(新聞記事、小話など) 
第21 ～ 25週目：(TVドラマのシナリオ、会話集など) 
第26 ～ 30週目：(現代小説、概説書など） 

第16週目の後期からは、前期で使用した教材より内容的に高度なものを扱う予定である。なお、進
度および内容は、受講者の理解度によって変更される場合がある。

 [履修要件]
・ヒンディー語初級文法を修了していること。 
・語学訓練には継続性が欠かせないので、授業には継続的に参加すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
・授業への積極的な参加（40%） 
・期末試験（60%）

 [教科書]
授業中にコピーを配布

ヒンディー語（中級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ヒンディー語（中級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・テキストに出てくる新しい単語については、授業前に辞書引いて意味を調べ、内容把握をきちん
としておくこと。 
・聴覚の訓練については、インターネットの動画や音声放送、DVD化された映画やドラマ等を利用
し、各自で常に自習をすること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

オランダ語（初級）(語学)
Dutch

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 言語学（確認用）
教授 人間・環境学研究科 河崎　靖

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  オランダ語初級

 [授業の概要・目的]
オランダ語の総合的な語学力を養成することを目標とする。 

   
  

 
   
   

 [到達目標]
CEFRのおよそA1/A2レベルの語学力を目指す。

 [授業計画と内容]
入門レベルの文法解説から始め（第１～５回）、話す・聴く能力を高めるドリルも行い（第６～10
回）、併せて、ランデスクンデ的な情報を盛り込む（第１１回以降）。 専門分野を問わず熱心な参
加（予習・復習ふくめ）を期待する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
基本的に平常点による。積極的な授業参加が望まれる。

 [教科書]
使用しない
こちらで教材を準備する。

 [参考書等]
  （参考書）
河崎 靖 『オランダ語の基礎』（白水社）
河崎 靖 『オランダ語学への誘い』（大学書林）

 [授業外学習（予習・復習）等]
こちらで用意する教材を、授業の前後（予習・復習）確実に準備してもらう。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

オランダ語（中級）(語学)
Dutch

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 言語学（確認用）
教授 人間・環境学研究科 河崎　靖

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  オランダ語 初・中級  

 [授業の概要・目的]
オランダ語の総合的な語学力を養成することを目標とする。 

 [到達目標]
CEFRでB1レベルに達することを目指す。

 [授業計画と内容]
入門レベルの文法の復習を含め（第１～５回）、話す・聴く能力を高めるドリルも行う（第６～10
回）。専門的なテキストにもチャレンジできるくらいのレベルを目指す（第11回以降）。専門分野
を問わず熱心な参加を期待する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
基本的に平常点による。積極的な授業参加が望まれる。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
河崎 靖 『オランダ語の基礎』（白水社）
河崎 靖 『低地諸国の言語事情』（大学書林）

 [授業外学習（予習・復習）等]
こちらで用意する教材を、授業の前後（予習・復習）確実に準備してもらう。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

書道(演習)
Calligraphy

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 国語学国文学（確認用）
非常勤講師 日比野　実

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  書道

 [授業の概要・目的]
この講義は、東洋文化の根幹である「漢字」の成り立ちから完成までを時系列に概観し、篆書・隷
書・楷書を実際に書写しながら造形を学んでいく。

 [到達目標]
教職員となることを前提にした書道技術の向上のみを狙うものではなく、あくまでも「書」の歴史
的な変遷の知識と技法上の特質を学んでいきたい。

 [授業計画と内容]
１週目：ガイダンス・書とは何か？
２～５週目：漢字の始まり「甲骨文・金文」から「小篆」
６～９週目：漢代に花開き、今なお輝きを持つ「隷書」
10～15週目：唐代に完成をみて、標準書体となった「楷書」

授業ではスクリーンでのプレゼンテーションやビデオ、書画カメラを用いて、歴史的側面と技法的
側面を解説した後に、実技を行う。

 [履修要件]
実技を伴う科目であるので、毎回の書道道具の携帯が必要となる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
清書の完成度５：レポート３：平常点２程度を考えている。

 [教科書]
使用しない
テキストは用いず、毎回１～３枚程度のプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
実際の書に触れるために、書展に出向くことを推奨する。
折につけ書展の情報などを告知する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
特に必要としないが、授業中に仕上げられなかったものを帰宅後時間をかけて再度取り組み、後日
提出することは可能としたい。

（その他（オフィスアワー等））
質問は
jitsu0301@gmail.com   まで。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

書道(演習)
Calligraphy

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 国語学国文学（確認用）
非常勤講師 日比野　実

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  書道

 [授業の概要・目的]
書道の後期には、より芸術性を帯びた書体を学んでいく。具体的には、文字そのものに書き手の人
間性が表れる行書と日本人の感性が産んだ仮名書を中心に概観する。それぞれの特徴をよく理解し
た上で技法を体得したい。

 [到達目標]
仮名書を学ぶことになるので、国文専攻の学生諸君には特に履修をお勧めしたい。仮名書を書くこ
とで平安文学の理解が深まると思う。

 [授業計画と内容]
1週目：簡単なガイダンスののち、行書の特徴と基礎を実習する。
2～7週目：文字に躍動感を表現する「行書・草書」を学ぶ。
　　　　　王羲之、顔真卿、蘇軾、黄庭堅など。
8～12週目：和様漢字を学んだ後「かな書」に移る。
　　　　　奈良期の万葉仮名から平安後期の女手に至る文字表記の変遷と美的感覚の推移を見る。
13～15週：生活の中での書(手紙など）と、後期の復習の回も設ける。

 [履修要件]
実技科目でもあるため、毎回書道道具の携帯が必要となる。
後期は小筆が必須となる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
清書の完成度５：レポート３：平常点２程度を考えている。
定期試験は実施しない。

 [教科書]
毎回１～３枚程度のプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
出来るだけ積極的に書道の展覧会に足を運び、鑑賞力をつけることを勧める。

 [授業外学習（予習・復習）等]
仮名書は習得しにくいものであるので、可能な範囲で自宅復習をしてもらいたい。

（その他（オフィスアワー等））
質問や連絡は
jitsu0301@gmail.com　まで。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。




