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9612142 オランダ語（初級）(語学) 語学 2 2 前期 火3 河崎　靖 日本語 ○ 大学院共通科目1

9613143 オランダ語（中級）(語学) 語学 2 2 後期 火3 河崎　靖 日本語 ○ 大学院共通科目2

9616123 ｻﾝｽｸﾘｯﾄ（２時間コース）(語学) 語学 2 4 通年 水3 天野　恭子 日本語 ○ 大学院共通科目3

9617124 ｻﾝｽｸﾘｯﾄ（４時間コース）(語学)  語学 4 8 通年 月5.木5 Klebanov Andrey・ 英語 ○ 大学院共通科目4

9624109 スワヒリ語（初級）(語学) 語学 2 2 前期 火3 井戸根　綾子 日本語 ○ 大学院共通科目5

9625110 スワヒリ語（中級）(語学) 語学 2 2 後期 火3 井戸根　綾子 日本語 ○ 大学院共通科目6

9628128 チベット語（初級）(語学) 語学 2 2 前期 月1 高橋　慶治 日本語 ○ 大学院共通科目7

9629129 チベット語（初級）(語学) 語学 2 2 後期 月1 高橋　慶治 日本語 ○ 大学院共通科目8

9630130 チベット語（中級）(語学) 語学 2 2 前期 水1 宮崎　泉 日本語 ○ 大学院共通科目9

9630131 チベット語（中級）(語学) 語学 2 2 後期 水1 宮崎　泉 日本語 ○ 大学院共通科目10

9633140 ヒンディー語（初級）(語学) 語学 2 4 通年 金5 小松　久恵・ 日本語 ○ 大学院共通科目11

9659146 ヒンディー語（中級）Ⅰ（語学） 語学 2 2 前期 火3 西岡　美樹 日本語 ○ 大学院共通科目12

9660147 ヒンディー語（中級）Ⅱ（語学） 語学 2 2 後期 火3 西岡　美樹 日本語 ○ 大学院共通科目13

9639125 ヘブライ語（初級）(語学) 語学 2 2 前期 火3 手島　勲矢 日本語 ○ 大学院共通科目14

9640126 ヘブライ語（中級）(語学) 語学 2 2 後期 火3 手島　勲矢 日本語 ○ 大学院共通科目15

9641133 ポーランド語（初級I）(語学) 語学 2 4 通年 木4 Bogna Sasaki 日本語 ○ 大学院共通科目16

9642134 ポーランド語（中級II）(語学)  語学 2 2 前期 木5 Bogna Sasaki 日本語 ○ 大学院共通科目17

9642135 ポーランド語（中級II）(語学) 語学 2 2 後期 木5 Bogna Sasaki 日本語 ○ 大学院共通科目18

9657144 モンゴル語（初級）（語学） 語学 2 2 前期 木4 植田　尚樹 日本語 ○ 大学院共通科目19

9658145 モンゴル語（中級）（語学） 語学 2 2 後期 木4 植田　尚樹 日本語 ○ 大学院共通科目20

9822051 次世代グローバルワークショップ 特殊講義 30 2 後期集中 その他
落合　恵美子・安里　和
晃 英語 ○ 大学院共通科目21

9635104 フランス語（中級）(語学) 語学 2 2 前期 月4 Guillaume PERRIER フランス語 ○ 大学院共通科目22 学部科目

9635105 フランス語（中級）(語学) 語学 2 2 後期 月4 Guillaume PERRIER フランス語 ○ 大学院共通科目23 学部科目

9636106 フランス語（上級）(語学) 語学 2 2 前期 月5 Guillaume PERRIER フランス語 ○ 大学院共通科目24 学部科目

9636107 フランス語（上級）(語学) 語学 2 2 後期 月5 Guillaume PERRIER フランス語 ○ 大学院共通科目25 学部科目

9646136 ロシア語（初級）(語学) 語学 2 2 後期 水2 中村　唯史 日本語 ○ 大学院共通科目26 学部科目



大学院共通科目1

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  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   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）
授業中に紹介する

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



大学院共通科目2

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  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   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）
授業中に紹介する

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



大学院共通科目3

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）
大阪大学　　　　　　　
文学研究科 招聘研究員 天野　恭子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  水3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

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（インド）において、古くは紀元前1200年頃より、多くの文献資料を
残してきた言語である。サンスクリット語の習得は、インドの宗教（仏教、ジャイナ教、ヒンドゥ
ー教等）や哲学文献、文学の研究へと道を開く。また、サンスクリット語は、インド・ヨーロッパ
語族に属し、その古さと文法・音韻の保守性から、インド・ヨーロッパ祖語の解明・理解に欠かせ
ない重要言語であるため、言語学、西洋古典の学生、研究者にも有益である。 

 [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： 

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23-29週) 
試験(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。
*試験のフィードバックについては、授業の中で指示する。

 [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]
平常点(練習問題の予習の評価、50点)と年度末筆記試験(50点)による。

 [教科書]
必要に応じて、補助資料（プリント）を配布する。

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)

 [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、練習問題の解答（訳）を準備してくること。 
復習:授業で説明した文法事項を復習すること。 

（その他（オフィスアワー等））
授業中、わからないことについては積極的な質問を期待する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



大学院共通科目4

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

特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey
教授 文学研究科 インド古典学（確認用）

 

配当
学年  1回生以上 単位数  8

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  月5,木5

授業
形態  語学

使用
言語   英語 

題目  Sanskrit Grammar 

 [授業の概要・目的]
This course targets at students with no prior knowledge of Sanskrit and offers a systematic introduction to the 
language. The main focus is laid upon learning the foundations of grammar, developing a basic vocabulary, 
and acquiring skills in understanding of Sanskrit texts.

 [到達目標]
- to read and write in Devanagari-script (also used for Hindi)
- to gain a systematic overview of basic and intermediate grammar of Classical Sanskrit 
- to develop skills of reading and interpreting simple prose and verse in Classical Sanskrit
- to develop basic skills in composing prose sentences in Classical Sanskrit

 [授業計画と内容]
We will largely follow the plan laid out in M. Deshpande’s manual “Samskrita-Subodhini: A Sanskrit 
Primer”. When necessary, we may at times turn to E. D. Perry’s manual “A Sanskrit Primer”, a 
Japanese translation of which is available. 

During the first one and a half terms we will concentrate at understanding the workings of Sanskrit grammar 
and will then focus at reading of simple Sanskrit texts.

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
M. Deshpande  『Samskrta-Subodhini: A Sanskrit Primer 』（The University of Michigan Press ）ISBN:
9780891480792
E.D. Perry 『A Sanskrit Primer』（Nabu Press 2011）ISBN:178794733 

サンスクリット（４時間コース）(語学)  (2)へ続く↓↓↓



サンスクリット（４時間コース）(語学)  (2)

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



大学院共通科目5

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  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   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、授業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

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



大学院共通科目6

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  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   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

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



大学院共通科目7

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  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

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））
※オフィスアワーの詳細については、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  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  月1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

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））
※オフィスアワーの詳細については、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）
教授 文学研究科 宮崎　泉

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

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））
※オフィスアワーの詳細については、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）
教授 文学研究科 宮崎　泉

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

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、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。

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、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

追手門学院大学　　　　　　　
国際教養学部アジア学科 講師 小松　久恵

教授 文学研究科 インド古典学（確認用）

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  金5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

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【8週】 
７．文法と絵本講読【５週】 
８．期末試験【１週】 

なお、フィードバックの方法は授業中に指示する。

 [履修要件]
授業には継続的に参加すること。  

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)

 [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 （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 ）

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、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）I
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  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ヒンディー語特別講義 I

 [授業の概要・目的]
本授業では、新聞、専門書、詩歌などのヒンディー語や、実際のニュース、映画、ドラマなどに出
てくる生きたヒンディー語に触れながら、高度な読解力と聴解力を養う。また、これらの多種多様
なヒンディー語に触れることにより、高度なコミュニケーション能力を身に付けることも目指す。

 [到達目標]
1. 複雑な文章を精読できるようになる。 
2. 日常会話から学術的な説明文を聞いて理解できるようになる。 
3. 自分の考えをはっきり具体的に表現できるようになる。 
4. 単文および複文を使用した作文が自由にできるようになる。

 [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、小話ほか 
第 6～10週目：インド神話関連の物語 
第12～15週目：ヒンディー語映画、TVドラマ（マハーバーラタ、カター・サーガルなど） 

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]
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%） 
期末試験あるいはレポート（60%）

 [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

ヒンディー語（中級）I(2)へ続く↓↓↓



ヒンディー語（中級）I(2)

  （関連ＵＲＬ）
http://khabar.ndtv.com/(NDTV （インドのニュース・報道専門番組）)
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/hi/(NHK World Hindi)
http://www.bbc.com/hindi(BBC Hindi)
http://www.jansatta.com/(Jansatta （インドのヒンディー語新聞）)
http://www.indiapress.org/gen/news.php/Nav_Bharat_Times/(Nav Bharat Times （インドのヒンディー語
新聞）)
http://www.jagran.com/(Dainik Jaagaran （インドのヒンディー語新聞）)

 [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））
今期は中級から上級に相当する授業を行う予定。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



大学院共通科目13

授業科目名
　<英訳>

ヒンディー語（中級）II
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  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ヒンディー語特別講義 II

 [授業の概要・目的]
本授業では、新聞、専門書、詩歌などのヒンディー語や、実際のニュース、映画、ドラマなどに出
てくる生きたヒンディー語に触れながら、高度な読解力と聴解力を養う。また、これらの多種多様
なヒンディー語に触れることにより、高度なコミュニケーション能力を身に付けることも目指す。

 [到達目標]
1. 複雑な文章を精読できるようになる。
2. 日常会話から学術的な説明文を聞いて理解できるようになる。
3. 自分の考えをはっきり具体的に表現できるようになる。
4. 単文および複文を使用した作文が自由にできるようになる。

 [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：現代の短篇小説、ヒンディー語映画の詩歌
第 6～10週目：新聞記事、TVニュース
第12～15週目：ヒンディー語映画、TVドラマ（ラーマーヤナ、マハーバーラタ、カター・サーガ
ルなど)

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]
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%）
期末試験あるいはレポート（60%）

 [教科書]
授業中に指示する

ヒンディー語（中級）II(2)へ続く↓↓↓



ヒンディー語（中級）II(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
http://khabar.ndtv.com/(NDTV （インドのニュース・報道専門番組）)
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/hi/(NHK World Hindi)
http://www.bbc.com/hindi(BBC Hindi)
http://www.jansatta.com/(Jansatta （インドのヒンディー語新聞）)
http://www.indiapress.org/gen/news.php/Nav_Bharat_Times/(Nav Bharat Times （インドのヒンディー語
新聞）)
http://www.jagran.com/(Dainik Jaagaran （インドのヒンディー語新聞）)

 [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））
今期は中級から上級に相当する授業を行う予定。

※オフィスアワーの詳細については、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  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ヘブライ語文法（初級） 

 [授業の概要・目的]
ヘブライ語の文字、聖書テキストの伝統やラビ文学を含む歴史的な言語文化の概要とともに、文法
の基礎（母音記号、名詞、人称代名詞、形容詞、前置詞、語根、分詞ほか）を教える。名詞文の特
徴的構造に親しみ、さらにヘブライ語文法がもつ聖書解釈上の意義についても解説する。

 [到達目標]
ヘブライ語の文字と母音記号を認識して、文章を声に出して読めること。またヘブライ語作文がで
きること。また辞書を用いて和訳することができること。

 [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．語根と動詞システム、８．現在分詞、９．存在詞。

＊１課題あたり１～２回を当てる場合もある。
＊＊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]
初級では動詞の完了形・未完了形・命令形および時制については教えない。それらは中級において
導入する。初級と中級をあわせての履修することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価・・・・出席と課題（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]
授業時に指示する暗記課題や練習問題をすること。授業で配布するコピーとハンドアウトの見直し
ノート整理すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、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  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ヘブライ語文法（中級）

 [授業の概要・目的]
ヘブライ語動詞の基礎を動詞を中心（完了形・未完了形・命令形、時制など）に学ぶ。語根別の共
通変化パターン、ヘブライ語時制の問題を学ぶ。聖書テキストを含む色々な抜粋テキストを声に出
して読みながら、テキスト翻訳の中で一語一語の文法的な認識を深める。また聖書テキストの中に
ある、言葉の結びつきと切り離しの伝統（タアメイ・ミクラー）も認識できるように指導する。

 [到達目標]
動詞／完了・未完了の活用を覚えること。不規則変化を語根パターンを認識できること。完了・未
完了・分詞を含む現代ヘブライ語の文構造を理解し翻訳できること。聖書ヘブライ語の物語文の特
殊な時制構造を理解すること。辞書を効果的に用いることができること。母音記号なしのテキスト
も多少読めること。

 [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．アクセント記号。１課題あたり１～２回の授業を要す
る場合もある。進捗状況をみながら内容や順番は多少変化する。

 [履修要件]
ヘブライ語（初級）を履修済であること。もしくは同程度のヘブライ語知識があること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価・・・出席・宿題（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]
毎回出される、次回までにすべきテキスト課題をこなすこと。配られたテキストは必ず事前に辞書
を引いて読んで、分からない箇所を明らかにしておくこと。授業時に質問すること。授業後はテキ
スト翻訳の注釈ノートを作ること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、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

  2017・
   通年 曜時限  木4

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

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、この言語の構造や基本的な文法を身につけていきます。
一年間で『ニューエクスプレス　ポーランド語』一冊をおおよそやり通す学習内容とします。
年度末に映画を鑑賞し、ポーランドの文化にも少し触れます。

 [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．基本的な構文、格の基礎知識、名詞の主格、挨拶や自己紹介に関する語彙【２週】 
３．基本動詞bycの変化、名詞の性の見極め方と性による形容詞の変化【１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【１週
】
５．名詞の単数生格、panとpaniの用法【１週】
６．名詞と形容詞の複数主格、「あなたがた、皆さん」の言い方【１週】
７．ここまでの総復習、基本的な構文や語彙の確認【２週】
８．名詞の単数複数対格、動詞の第１変化（-m,-sz型）【１週】 
９．動詞の第２変化（-e,-isz型）、名詞の単数複数与格、「知っている」に当たる表現【１週】 
１０．動詞の第３変化（-e,-esz型）、現在形の動詞変化のまとめ、名詞の単数複数前置格【１週】
１１．sie動詞、ktoとcoの格変化、名詞の複数生格、数量を表す言葉【１週】 
１２．前期の総復習、格の使い分けや、基本的な構文の確認、語彙の復習【１週】  

後期
１．前期で学習した内容の復習【１週】 
２．否定生格という現象、呼格、基本的な助動詞の使い方【１週】
３．動詞の過去形、非人称文の過去時制、人称代名詞と再帰代名詞の格変化【１週】
４．動詞bycと一般動詞の合成未来形 、時刻に関する表現、非人称文の未来時制、nie maの過去形
と未来形【１週】
５．動詞のアスペクト、命令法、数詞と名詞の総合規則【１週】
６．命令法の続き、仮定法、miecの助動詞的な用法【１週】
７．移動の動詞isc/chodzic, jechac/jezdzicの用法、場所と移動の起点を表す前置詞、関係代名詞ktory
の用法【１週】 
８．ここまでの総復習、動詞の時制などの学習内容の確認【１週】 
９．仮定法の用法の続き、関係副詞による複文の作り方、能動形容分詞、非人称動詞【１週】 
１０．sieによる非人称構文、形容詞と副詞の比較変化【１週】 
１１．副分詞の作り方と用法、受動形容分詞と受動構文【１週】
１２．非人称能動過去形と完了体動詞の副分詞、年月日の言い方【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)

１３．一年間の総復習、分かりにくかった点などを確認する【１週】
１４．映画を鑑賞し、ポーランドの文化に触れる 【１週】
１５．期末テスト【１週】 
１６．フィードバック【１週】

 [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
授業中にプリントも配布します

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、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

  2017・
   前期 曜時限  木5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

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【１週】 
７．期末テスト【１週】
８．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]
基本的に期末テスト（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]
授業中に資料を配付します。

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、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

  2017・
   後期 曜時限  木5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

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【1週】 
７．期末テスト【1週】 
８．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]
基本的に期末テスト（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]
授業中に資料を配付します。

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

モンゴル語（初級）（語学）
Mongolian

  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 植田　尚樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木4

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  モンゴル語（初級）

 [授業の概要・目的]
モンゴル国で広く話されている「ハルハ・モンゴル語」を学ぶ。モンゴル語の文字と発音、文法を
一通り習得し、初級レベルの会話、読み書きができるようになることを目的とする。また、モンゴ
ル語を学ぶうえで重要となる、モンゴルの社会や文化についても解説する。

 [到達目標]
モンゴル語の仕組みについて知り、モンゴル語で簡単な会話や読み書きができるようになる。また、
モンゴルの社会や文化についての理解を深めることができる。

 [授業計画と内容]
第1回：オリエンテーション
第2-3回：文字と発音、挨拶表現
第4-5回：疑問文と答え
第6-8回：名詞の格、人称代名詞、数詞
第9-13回：動詞の時制、動詞語尾
第14回：まとめ
第15回：期末試験
第16回：フィードバック
基本的には教科書に沿って進む。受講生の人数や到達の度合いによって、授業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]
授業への取り組み (50%) と学期末の試験 (50%) によって評価する。

 [教科書]
橋本勝 『ニューエクスプレス　モンゴル語（CD付）』（白水社）ISBN:978-4-560-08549-3

 [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]
各自でしっかりと復習すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

モンゴル語（中級）（語学）
Mongolian

  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 植田　尚樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木4

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  モンゴル語（中級）

 [授業の概要・目的]
モンゴル国で広く話されている「ハルハ・モンゴル語」を学ぶ。モンゴル語の発音、文法、よく用
いられる表現について詳しく解説する。また、モンゴル語を学ぶうえで重要となる、モンゴルの社
会や文化についても解説する。

 [到達目標]
モンゴル語の仕組みについて深く知り、モンゴル語で中級レベルの会話や読み書きができるように
なる。また、モンゴルの社会や文化についての理解を深めることができる。

 [授業計画と内容]
第1回：オリエンテーション
第2-3回：文字と発音、初級レベルの文法の復習
第4-5回：意志・願望
第6-7回：授受表現 
第8-9回：モダリティー
第10-11回：形容詞、数詞を用いた表現
第12-13回：いろいろな文末表現
第14回：まとめ
第15回：期末試験
第16回：フィードバック
基本的には教科書に沿って進む。受講生の人数や到達の度合いによって、授業の進度は適宜調整す
る。

 [履修要件]
モンゴル語（初級）を履修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]
授業への取り組み (50%) と学期末の試験 (50%) によって評価する。

 [教科書]
橋本勝 『ニューエクスプレス　モンゴル語（CD付）』（白水社）ISBN:978-4-560-08549-3

 [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]
各自でしっかりと復習すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

次世代グローバルワークショップ
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 アジア研究（確認用）
教授 文学研究科 落合　恵美子
准教授 文学研究科 安里　和晃

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2017・
  後期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  次世代グローバルワークショップ

 [授業の概要・目的]
世界30数か国の大学から大学院生と若手研究者の参加を得て８年間開催してきた実績のある「次世
代グローバルワークショップ」を単位化したもの。
今年度は京都大学で開催する。9月28日、29日の開催予定で4月中にcalls for paperがKUASUのHPに
掲載される予定。 単位を希望する者は応募時にその旨を明記すること。

 [到達目標]
テーマに従い英語で論文を作成、プレゼンテーションを実施し、質問の受け答えができるようにな
る。

 [授業計画と内容]
参加者は統一テーマについて英語論文を執筆し、英語で研究報告を行う。事前に論文執筆、英語発
表の訓練を行い、ワークショップ後に論文をリライトしてプロシーディングスを作成する。ワーク
ショップでは世界各地からの参加者と同じセッションで報告し、やはり世界各地から参加する大学
教員からコメントを受ける。国際会議での学術発表の実践的経験を積む貴重な機会である。

 [履修要件]
参加希望者はあらかじめ発表要旨を提出し、選考を通った者のみが参加を認められる。ワークショ
ップ準備のための授業にも参加が必要。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
ワークショップでの発表とリライトした論文により評価する。詳細は別途説明する。

 [教科書]
使用しない

 [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]
応募要項に従い準備を進める。

（その他（オフィスアワー等））
ワークショップ参加希望者は 
wasato@socio.kyoto-u.ac.jp 
などを通じて連絡すること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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 semester, we shall procede with the levels A2 and B1 
(elementary levels, 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 an intermediary test and, at the end of the semester, a final DELF test. However, the global 
grade will be given in consideration not only of theses tests but also of the attendance and activity during the 
whole semester.

 [教科書]
授業中に指示する

フランス語（中級）(語学) (2)へ続く↓↓↓



フランス語（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]
Before the lecture, it is necessary to learn grammar and lexical elements and to do preparatory exercises 
(indications will be given each time by the teacher).

（その他（オフィスアワー等））
Please discuss any appointment with the teacher.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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 semester, we shall procede with the levels A2 and B1 
(elementary levels, 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 an intermediary test and, at the end of the semester, a final DELF test. However, the global 
grade will be given in consideration not only of theses tests but also of the attendance and activity during the 
whole semester.

 [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]
Before the lecture, it is necessary to learn grammar and lexical elements and to do preparatory exercises 
(indications will be given each time by the teacher).

（その他（オフィスアワー等））
Please discuss any appointment with the teacher.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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 déjà une assez bonne maitrise du français. Il offre une 
préparation aux examens organisés par le Ministàre francais de l'Education Nationale pour certifier les 
compétences linguistiques et permettre l'accès aux études sup&eacuterieures en France, dans le système 
universitaire francais : le Diplome d'études en langue française (DELF) et le Diplome approfondi de langue 
française (DALF). 
Le semestre est consacré la préparation du DELF B2 / 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 criteres suivants : 
- assiduité; 
- participation orale 
- exercices demandés pendant le semestre 
- test intermédiaire
- entrainement à une épreuve complète à la fin du semestre (sous la forme d'un test d'1h30, et d'une 
composition à faire chez soi).

 [教科書]
授業中に指示する

フランス語（上級）(語学) (2)へ続く↓↓↓



フランス語（上級）(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]
Avant le cours, il faut apprendre les points de vocabulaire et de grammaire indiqués par l'enseignant, et faire 
les exercices correspondants.

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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 déjà une assez bonne maitrise du français. Il offre une 
préparation aux examens organisés par le Ministàre francais de l'Education Nationale pour certifier les 
compétences linguistiques et permettre l'accès aux études sup&eacuterieures en France, dans le système 
universitaire francais : le Diplome d'études en langue française (DELF) et le Diplome approfondi de langue 
française (DALF). 
Le semestre est consacré la préparation du DELF B2 / 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 criteres suivants : 
- assiduité; 
- participation orale 
- exercices demandés pendant le semestre 
- test intermédiaire
- entrainement à une épreuve complète à la fin du semestre (sous la forme d'un test d'1h30, et d'une 
composition à faire chez soi).

 [教科書]
授業中に指示する

フランス語（上級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



フランス語（上級）(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]
Avant le cours, il faut apprendre les points de vocabulaire et de grammaire indiqués par l'enseignant, et faire 
les exercices correspondants.

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

※オフィスアワーの詳細については、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

  2017・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

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。各単元の例文と文法事項はおおむね以下の通りです。
序：文字と発音
第1課　「新しい地図」「ロシアの自然」：名詞と形容詞の性と数
第2課　「昨日、私は早起きしました」：人称代名詞・過去時制
第3課　「私の本は」「彼女の雑誌を」：名詞の格・所有代名詞
第4課　「私はイワンの車を見た」：対格と生格
第5課　「これは何ですか」「これはパンではなく、本です」：疑問詞・否定構文
第6課　「こんばんは。今朝、彼は図書館にいました」：前置詞・あいさつの表現
第7課　「セルゲイは妻にプレゼントを買ってから、ペンで手紙を書きました」：与格と造格
第8課　「私には兄弟がいます」：所有の表現
第9課　「私は今、大学で勉強しています」：現在時制
第10課　「今、職場に行くところなので、後で電話します」：未来時制・運動の動詞

 [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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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