
2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 01

担当者名 / Instructor 蛇持 純子

10041

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 02

担当者名 / Instructor 日高 周平

10042

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 03

担当者名 / Instructor 鈴木 盛子

10850

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 04

担当者名 / Instructor 五十川 敬子

10852

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 05

担当者名 / Instructor 桐村 一美

10717

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 06

担当者名 / Instructor 桜井 延子

10043

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 07

担当者名 / Instructor 山崎 清水

13834

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 08

担当者名 / Instructor 蛇持 純子

13835

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 09

担当者名 / Instructor 木下 耕介

10190

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 10

担当者名 / Instructor 池内 靖子

10191

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 11

担当者名 / Instructor 五十川 敬子

10053

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 12

担当者名 / Instructor 日高 周平

10192

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 13

担当者名 / Instructor 桜井 延子

10189

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 14

担当者名 / Instructor 藤原 郁郎

10728

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 15

担当者名 / Instructor 池内 靖子

13836

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 16

担当者名 / Instructor 山崎 清水

10719

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 17

担当者名 / Instructor 竹間 優美子

10720

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 18

担当者名 / Instructor 鈴木 盛子

10721

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 19

担当者名 / Instructor 芝原 直美

10723

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 20

担当者名 / Instructor 馬場 智姫

10725

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 21

担当者名 / Instructor 森永 弘司

10727

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 22

担当者名 / Instructor 木下 耕介

10853

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 23

担当者名 / Instructor 竹間 優美子

10858

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 24

担当者名 / Instructor 小林 香保里

13837

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 25

担当者名 / Instructor 池端 千賀子

10197

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 26

担当者名 / Instructor 桐村 一美

10863

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 27

担当者名 / Instructor 芝原 直美

10855

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 28

担当者名 / Instructor 馬場 智姫

10864

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 29

担当者名 / Instructor 酒井 玲子

10865

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 30

担当者名 / Instructor 藤原 郁郎、馬場 智姫

10059

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 31

担当者名 / Instructor 藤原 郁郎、馬場 智姫

10199

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 32

担当者名 / Instructor 酒井 玲子

10200

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 33

担当者名 / Instructor 木谷 名都子

13840

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 34

担当者名 / Instructor 木谷 名都子

10202

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 35

担当者名 / Instructor 小林 香保里

13841

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅠ(週2回・2単位・同一の日本人教員担当)                                             

 この科目は、読み・書く力をつけることに重点をおき、基本的な英語力を改善することをねらいとしている。学生は、語彙を増やし、テクストについ

てコンテクストをふまえ、主要なアイデアとそれを補強するアイデアを把握し、skimming, scanning などの読む技術を習得する。

  また、テクストの要旨や批評にかかわって、学生はさまざまな書く課題に取り組まなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語１ 36

担当者名 / Instructor 坂本 利子

10866

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 01

担当者名 / Instructor MILLER RICHARD

10057

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 02

担当者名 / Instructor BROOKS GAVIN JOHN

10851

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 03

担当者名 / Instructor BECK LAWRENCE MARK

10716

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 04

担当者名 / Instructor PARRISH MICHAEL M.

10054

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 05

担当者名 / Instructor GAROFALO RUSSELL

10193

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 06

担当者名 / Instructor PARRISH MICHAEL M.

10849

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 07

担当者名 / Instructor BARCHUS GALE LESLIE

10188

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 08

担当者名 / Instructor LINGWOOD EMMA

10044

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 09

担当者名 / Instructor AMUNDRUD THOMAS

10045

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 10

担当者名 / Instructor HOSACK IAN

10047

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 11

担当者名 / Instructor AMUNDRUD THOMAS

10185

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 12

担当者名 / Instructor DONOVAN RICHARD N.

10046

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 13

担当者名 / Instructor PARRISH MICHAEL M.

10715

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 14

担当者名 / Instructor MCATEER JOHN J.

10194

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 15

担当者名 / Instructor STEWART RONALD GEOFF

10859

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 16

担当者名 / Instructor YAMASHITA TATE

10860

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 17

担当者名 / Instructor AUGUSTINE MORRIS J.

10861

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 18

担当者名 / Instructor BECK LAWRENCE MARK

10862

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 19

担当者名 / Instructor KIM  ANNA

10857

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 20

担当者名 / Instructor TKATSCHOW DWIGHT A.

10856

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 21

担当者名 / Instructor PARRISH MICHAEL M.

10854

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 22

担当者名 / Instructor MCATEER JOHN J.

10052

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 23

担当者名 / Instructor AUGUSTINE MORRIS J.

10722

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 24

担当者名 / Instructor DAMMACCO OLIVER

10718

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 25

担当者名 / Instructor HOVEY ANDREW G.

10055

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 26

担当者名 / Instructor GAROFALO RUSSELL

10724

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 27

担当者名 / Instructor KIM  ANNA

10729

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 28

担当者名 / Instructor TKATSCHOW DWIGHT A.

10726

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 29

担当者名 / Instructor HOVEY ANDREW G.

10198

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 30

担当者名 / Instructor ANDREW DOWLING

10060

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 31

担当者名 / Instructor ANDREW DOWLING

10201

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 32

担当者名 / Instructor HANDY SOPHIE J.

10061

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 33

担当者名 / Instructor VARELA WYNNPAUL

10203

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 34

担当者名 / Instructor VARELA WYNNPAUL

10062

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 35

担当者名 / Instructor DAMMACCO OLIVER

10867

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

English WorkshopⅠ（週2回・2単位・同一のネイティヴ・スピーカー教員担当）                                       

この科目は、学生のオーラル・コミュニケーション能力の改善をはかる。教員は、一連のテーマについてコンテント・ベー

スト・アプローチを用いる。学生は、関心あるトピックを選び、多様な媒体を通して、自分の意見を表現することを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語２ 36

担当者名 / Instructor BARCHUS GALE LESLIE

10730

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については授業の初回

に各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅡ（週2回・2単位）

英語１に引き続き、ReadingとWritingに重点をおく。Writingでは、いくつかのパラグラフを結びつけて、主要なアイデアとそれ

を補強する部分と結論を含む、一つのエッセーを書くことを目標とする。学生は、英文のレトリック、主要な構成パターン(比較対

照、原因結果、分類と描写など)を学ばなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②初修検定試験、

③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。        

単位数 / Credit 2

英語３ 01

担当者名 / Instructor 桜井 延子

10116

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅡ（週2回・2単位）

英語１に引き続き、ReadingとWritingに重点をおく。Writingでは、いくつかのパラグラフを結びつけて、主要なアイデアとそれ

を補強する部分と結論を含む、一つのエッセーを書くことを目標とする。学生は、英文のレトリック、主要な構成パターン(比較対

照、原因結果、分類と描写など)を学ばなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②初修検定試験、

③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。        

単位数 / Credit 2

英語３ 02

担当者名 / Instructor 日高 周平

10117

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅡ（週2回・2単位）

英語１に引き続き、ReadingとWritingに重点をおく。Writingでは、いくつかのパラグラフを結びつけて、主要なアイデアとそれ

を補強する部分と結論を含む、一つのエッセーを書くことを目標とする。学生は、英文のレトリック、主要な構成パターン(比較対

照、原因結果、分類と描写など)を学ばなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②初修検定試験、

③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。        

単位数 / Credit 2

英語３ 03

担当者名 / Instructor HOVEY ANDREW G.

10118

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅡ（週2回・2単位）

英語１に引き続き、ReadingとWritingに重点をおく。Writingでは、いくつかのパラグラフを結びつけて、主要なアイデアとそれ

を補強する部分と結論を含む、一つのエッセーを書くことを目標とする。学生は、英文のレトリック、主要な構成パターン(比較対

照、原因結果、分類と描写など)を学ばなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②初修検定試験、

③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。        

単位数 / Credit 2

英語３ 04

担当者名 / Instructor PARRISH MICHAEL M.

10125

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅡ（週2回・2単位）

英語１に引き続き、ReadingとWritingに重点をおく。Writingでは、いくつかのパラグラフを結びつけて、主要なアイデアとそれ

を補強する部分と結論を含む、一つのエッセーを書くことを目標とする。学生は、英文のレトリック、主要な構成パターン(比較対

照、原因結果、分類と描写など)を学ばなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②初修検定試験、

③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。        

単位数 / Credit 2

英語３ 05

担当者名 / Instructor HARING DIANE

10126

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅡ（週2回・2単位）

英語１に引き続き、ReadingとWritingに重点をおく。Writingでは、いくつかのパラグラフを結びつけて、主要なアイデアとそれ

を補強する部分と結論を含む、一つのエッセーを書くことを目標とする。学生は、英文のレトリック、主要な構成パターン(比較対

照、原因結果、分類と描写など)を学ばなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②初修検定試験、

③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。        

単位数 / Credit 2

英語３ 06

担当者名 / Instructor VARELA WYNNPAUL

10931

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅡ（週2回・2単位）

英語１に引き続き、ReadingとWritingに重点をおく。Writingでは、いくつかのパラグラフを結びつけて、主要なアイデアとそれ

を補強する部分と結論を含む、一つのエッセーを書くことを目標とする。学生は、英文のレトリック、主要な構成パターン(比較対

照、原因結果、分類と描写など)を学ばなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②初修検定試験、

③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。        

単位数 / Credit 2

英語３ 07

担当者名 / Instructor 酒井 玲子

10932

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅡ（週2回・2単位）

英語１に引き続き、ReadingとWritingに重点をおく。Writingでは、いくつかのパラグラフを結びつけて、主要なアイデアとそれ

を補強する部分と結論を含む、一つのエッセーを書くことを目標とする。学生は、英文のレトリック、主要な構成パターン(比較対

照、原因結果、分類と描写など)を学ばなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②初修検定試験、

③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。        

単位数 / Credit 2

英語３ 08

担当者名 / Instructor 山崎 清水

10930

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅡ（週2回・2単位）

英語１に引き続き、ReadingとWritingに重点をおく。Writingでは、いくつかのパラグラフを結びつけて、主要なアイデアとそれ

を補強する部分と結論を含む、一つのエッセーを書くことを目標とする。学生は、英文のレトリック、主要な構成パターン(比較対

照、原因結果、分類と描写など)を学ばなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②初修検定試験、

③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。        

単位数 / Credit 2

英語３ 09

担当者名 / Instructor YAMASHITA TATE

10130

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅡ（週2回・2単位）

英語１に引き続き、ReadingとWritingに重点をおく。Writingでは、いくつかのパラグラフを結びつけて、主要なアイデアとそれ

を補強する部分と結論を含む、一つのエッセーを書くことを目標とする。学生は、英文のレトリック、主要な構成パターン(比較対

照、原因結果、分類と描写など)を学ばなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②初修検定試験、

③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。        

単位数 / Credit 2

英語３ 10

担当者名 / Instructor HANDY SOPHIE J.

11668

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅡ（週2回・2単位）

英語１に引き続き、ReadingとWritingに重点をおく。Writingでは、いくつかのパラグラフを結びつけて、主要なアイデアとそれ

を補強する部分と結論を含む、一つのエッセーを書くことを目標とする。学生は、英文のレトリック、主要な構成パターン(比較対

照、原因結果、分類と描写など)を学ばなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②初修検定試験、

③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。        

単位数 / Credit 2

英語３ 11

担当者名 / Instructor 池端 千賀子

10131

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅡ（週2回・2単位）

英語１に引き続き、ReadingとWritingに重点をおく。Writingでは、いくつかのパラグラフを結びつけて、主要なアイデアとそれ

を補強する部分と結論を含む、一つのエッセーを書くことを目標とする。学生は、英文のレトリック、主要な構成パターン(比較対

照、原因結果、分類と描写など)を学ばなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②初修検定試験、

③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。        

単位数 / Credit 2

英語３ 12

担当者名 / Instructor BARCHUS GALE LESLIE

10132

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅡ（週2回・2単位）

英語１に引き続き、ReadingとWritingに重点をおく。Writingでは、いくつかのパラグラフを結びつけて、主要なアイデアとそれ

を補強する部分と結論を含む、一つのエッセーを書くことを目標とする。学生は、英文のレトリック、主要な構成パターン(比較対

照、原因結果、分類と描写など)を学ばなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②初修検定試験、

③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。        

単位数 / Credit 2

英語３ 13

担当者名 / Instructor ANDREW DOWLING

10133

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅡ（週2回・2単位）

英語１に引き続き、ReadingとWritingに重点をおく。Writingでは、いくつかのパラグラフを結びつけて、主要なアイデアとそれ

を補強する部分と結論を含む、一つのエッセーを書くことを目標とする。学生は、英文のレトリック、主要な構成パターン(比較対

照、原因結果、分類と描写など)を学ばなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②初修検定試験、

③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。        

単位数 / Credit 2

英語３ 14

担当者名 / Instructor MILLER RICHARD

10929

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅡ（週2回・2単位）

英語１に引き続き、ReadingとWritingに重点をおく。Writingでは、いくつかのパラグラフを結びつけて、主要なアイデアとそれ

を補強する部分と結論を含む、一つのエッセーを書くことを目標とする。学生は、英文のレトリック、主要な構成パターン(比較対

照、原因結果、分類と描写など)を学ばなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②初修検定試験、

③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。        

単位数 / Credit 2

英語３ 15

担当者名 / Instructor DAMMACCO OLIVER

11667

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅡ（週2回・2単位）

英語１に引き続き、ReadingとWritingに重点をおく。Writingでは、いくつかのパラグラフを結びつけて、主要なアイデアとそれ

を補強する部分と結論を含む、一つのエッセーを書くことを目標とする。学生は、英文のレトリック、主要な構成パターン(比較対

照、原因結果、分類と描写など)を学ばなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②初修検定試験、

③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。        

単位数 / Credit 2

英語３ 16

担当者名 / Instructor 馬場 智姫

11670

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅡ（週2回・2単位）

英語１に引き続き、ReadingとWritingに重点をおく。Writingでは、いくつかのパラグラフを結びつけて、主要なアイデアとそれ

を補強する部分と結論を含む、一つのエッセーを書くことを目標とする。学生は、英文のレトリック、主要な構成パターン(比較対

照、原因結果、分類と描写など)を学ばなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②初修検定試験、

③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。        

単位数 / Credit 2

英語３ 17

担当者名 / Instructor 池内 靖子

10134

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅡ（週2回・2単位）

英語１に引き続き、ReadingとWritingに重点をおく。Writingでは、いくつかのパラグラフを結びつけて、主要なアイデアとそれ

を補強する部分と結論を含む、一つのエッセーを書くことを目標とする。学生は、英文のレトリック、主要な構成パターン(比較対

照、原因結果、分類と描写など)を学ばなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②初修検定試験、

③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。        

単位数 / Credit 2

英語３ 18

担当者名 / Instructor 五十川 敬子

10135

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅡ（週2回・2単位）

英語１に引き続き、ReadingとWritingに重点をおく。Writingでは、いくつかのパラグラフを結びつけて、主要なアイデアとそれ

を補強する部分と結論を含む、一つのエッセーを書くことを目標とする。学生は、英文のレトリック、主要な構成パターン(比較対

照、原因結果、分類と描写など)を学ばなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②初修検定試験、

③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。        

単位数 / Credit 2

英語３ EA § 英語１ EA

担当者名 / Instructor 坂本 利子

11756

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅡ（週2回・2単位）

英語１に引き続き、ReadingとWritingに重点をおく。Writingでは、いくつかのパラグラフを結びつけて、主要なアイデアとそれ

を補強する部分と結論を含む、一つのエッセーを書くことを目標とする。学生は、英文のレトリック、主要な構成パターン(比較対

照、原因結果、分類と描写など)を学ばなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②初修検定試験、

③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。        

単位数 / Credit 2

英語３ EB

担当者名 / Instructor COLE SIMON ANTHONY

11758

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Reading and WritingⅡ（週2回・2単位）

英語１に引き続き、ReadingとWritingに重点をおく。Writingでは、いくつかのパラグラフを結びつけて、主要なアイデアとそれ

を補強する部分と結論を含む、一つのエッセーを書くことを目標とする。学生は、英文のレトリック、主要な構成パターン(比較対

照、原因結果、分類と描写など)を学ばなければならない。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②初修検定試験、

③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。        

単位数 / Credit 2

英語３ EC

担当者名 / Instructor 小林 香保里

11759

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語専修コース)English in the MediaⅠ：Print Media(週1回・1単位)                                             

 この科目は、メディアを批判的に読む力をつけることをねらいとしている。英文の新聞や雑誌の記事の構成、枠組み、言説、ナラティヴ、レトリッ

ク、テクニカルな用語、言葉の選択について基本的な知識を学ぶ。また、インターネットのニュース源も活用する。

ニュースを読むだけでなく、それについての分析を書く課題も含む。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア②初修検定試験③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さ

い。                

単位数 / Credit 1

英語４ EA

担当者名 / Instructor COLE SIMON ANTHONY

10226

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語専修コース)English in the MediaⅠ：Print Media(週1回・1単位)                                             

 この科目は、メディアを批判的に読む力をつけることをねらいとしている。英文の新聞や雑誌の記事の構成、枠組み、言説、ナラティヴ、レトリッ

ク、テクニカルな用語、言葉の選択について基本的な知識を学ぶ。また、インターネットのニュース源も活用する。

ニュースを読むだけでなく、それについての分析を書く課題も含む。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア②初修検定試験③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さ

い。                

単位数 / Credit 1

英語４ EB

担当者名 / Instructor 池内 靖子

10227

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語専修コース)English in the MediaⅠ：Print Media(週1回・1単位)                                             

 この科目は、メディアを批判的に読む力をつけることをねらいとしている。英文の新聞や雑誌の記事の構成、枠組み、言説、ナラティヴ、レトリッ

ク、テクニカルな用語、言葉の選択について基本的な知識を学ぶ。また、インターネットのニュース源も活用する。

ニュースを読むだけでなく、それについての分析を書く課題も含む。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア②初修検定試験③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さ

い。                

単位数 / Credit 1

英語４ EC

担当者名 / Instructor HOVEY ANDREW G.

10229

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語専修コース)English in the Media Ⅱ: Broadcast Media(週1回・1単位)

 英語４と関連させ、メディア英語について学ぶ。英語5のほうは、テレビやラジオの英語ニュースを活用する。オーディオ・ヴィジュアルの機器を用

いて、聴解力をつけることもねらいとしている。ニュース番組を見たり、聴いたりしながら、それらについて書く課題とクラスでの議論が求められ

る。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア②初修検定試験③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さ

い。    

単位数 / Credit 1

英語５ EA

担当者名 / Instructor HOSACK IAN

10776

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語専修コース)English in the Media Ⅱ: Broadcast Media(週1回・1単位)

 英語４と関連させ、メディア英語について学ぶ。英語5のほうは、テレビやラジオの英語ニュースを活用する。オーディオ・ヴィジュアルの機器を用

いて、聴解力をつけることもねらいとしている。ニュース番組を見たり、聴いたりしながら、それらについて書く課題とクラスでの議論が求められ

る。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア②初修検定試験③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さ

い。    

単位数 / Credit 1

英語５ EB

担当者名 / Instructor BROOKS GAVIN JOHN

10777

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語専修コース)English in the Media Ⅱ: Broadcast Media(週1回・1単位)

 英語４と関連させ、メディア英語について学ぶ。英語5のほうは、テレビやラジオの英語ニュースを活用する。オーディオ・ヴィジュアルの機器を用

いて、聴解力をつけることもねらいとしている。ニュース番組を見たり、聴いたりしながら、それらについて書く課題とクラスでの議論が求められ

る。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間または学部日程で実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア②初修検定試験③外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さ

い。    

単位数 / Credit 1

英語５ EC

担当者名 / Instructor BARCHUS GALE LESLIE

10778

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

産業社会学部の学生が関心を持つさまざまな専門領域に関連した英文テキストを、クリティカルに読み、議論する力を養う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

辞書は必携。欠席して遅れた分は自分の責任でキャッチアップすること。

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 1

英語６ 01

担当者名 / Instructor 馬場 智姫

12389

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

産業社会学部の学生が関心を持つさまざまな専門領域に関連した英文テキストを、クリティカルに読み、議論する力を養う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

辞書は必携。欠席して遅れた分は自分の責任でキャッチアップすること。

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 1

英語６ 02

担当者名 / Instructor 小林 香保里

12390

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

産業社会学部の学生が関心を持つさまざまな専門領域に関連した英文テキストを、クリティカルに読み、議論する力を養う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

辞書は必携。欠席して遅れた分は自分の責任でキャッチアップすること。

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 1

英語６ 03

担当者名 / Instructor 鈴木 盛子

12392

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

産業社会学部の学生が関心を持つさまざまな専門領域に関連した英文テキストを、クリティカルに読み、議論する力を養う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

辞書は必携。欠席して遅れた分は自分の責任でキャッチアップすること。

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 1

英語６ 04

担当者名 / Instructor 池端 千賀子

12391

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

産業社会学部の学生が関心を持つさまざまな専門領域に関連した英文テキストを、クリティカルに読み、議論する力を養う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

辞書は必携。欠席して遅れた分は自分の責任でキャッチアップすること。

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 1

英語６ 05

担当者名 / Instructor 藤原 郁郎

12393

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

産業社会学部の学生が関心を持つさまざまな専門領域に関連した英文テキストを、クリティカルに読み、議論する力を養う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

辞書は必携。欠席して遅れた分は自分の責任でキャッチアップすること。

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 1

英語６ 06

担当者名 / Instructor 河島 美代子

12385

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

産業社会学部の学生が関心を持つさまざまな専門領域に関連した英文テキストを、クリティカルに読み、議論する力を養う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

辞書は必携。欠席して遅れた分は自分の責任でキャッチアップすること。

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 1

英語６ 07

担当者名 / Instructor 酒井 玲子

12386

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

産業社会学部の学生が関心を持つさまざまな専門領域に関連した英文テキストを、クリティカルに読み、議論する力を養う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

辞書は必携。欠席して遅れた分は自分の責任でキャッチアップすること。

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 1

英語６ 08

担当者名 / Instructor 竹間 優美子

12323

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

産業社会学部の学生が関心を持つさまざまな専門領域に関連した英文テキストを、クリティカルに読み、議論する力を養う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

辞書は必携。欠席して遅れた分は自分の責任でキャッチアップすること。

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 1

英語６ 09

担当者名 / Instructor 酒井 玲子

12328

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

産業社会学部の学生が関心を持つさまざまな専門領域に関連した英文テキストを、クリティカルに読み、議論する力を養う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

辞書は必携。欠席して遅れた分は自分の責任でキャッチアップすること。

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 1

英語６ 10

担当者名 / Instructor 池端 千賀子

12329

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

産業社会学部の学生が関心を持つさまざまな専門領域に関連した英文テキストを、クリティカルに読み、議論する力を養う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

辞書は必携。欠席して遅れた分は自分の責任でキャッチアップすること。

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 1

英語６ 11

担当者名 / Instructor 河島 美代子

12324

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

産業社会学部の学生が関心を持つさまざまな専門領域に関連した英文テキストを、クリティカルに読み、議論する力を養う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

辞書は必携。欠席して遅れた分は自分の責任でキャッチアップすること。

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 1

英語６ 12

担当者名 / Instructor 藤原 郁郎

12322

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

産業社会学部の学生が関心を持つさまざまな専門領域に関連した英文テキストを、クリティカルに読み、議論する力を養う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

辞書は必携。欠席して遅れた分は自分の責任でキャッチアップすること。

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 1

英語６ 13

担当者名 / Instructor 五十川 敬子

12321

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

産業社会学部の学生が関心を持つさまざまな専門領域に関連した英文テキストを、クリティカルに読み、議論する力を養う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

辞書は必携。欠席して遅れた分は自分の責任でキャッチアップすること。

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 1

英語６ 14

担当者名 / Instructor 諏訪 共香

12940

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

産業社会学部の学生が関心を持つさまざまな専門領域に関連した英文テキストを、クリティカルに読み、議論する力を養う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

辞書は必携。欠席して遅れた分は自分の責任でキャッチアップすること。

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 1

英語６ 15

担当者名 / Instructor 五十川 敬子

12387

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

産業社会学部の学生が関心を持つさまざまな専門領域に関連した英文テキストを、クリティカルに読み、議論する力を養う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

辞書は必携。欠席して遅れた分は自分の責任でキャッチアップすること。

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 1

英語６ 16

担当者名 / Instructor 諏訪 共香

13110

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

産業社会学部の学生が関心を持つさまざまな専門領域に関連した英文テキストを、クリティカルに読み、議論する力を養う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

辞書は必携。欠席して遅れた分は自分の責任でキャッチアップすること。

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 1

英語６ EA

担当者名 / Instructor 馬場 智姫

12330

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

産業社会学部の学生が関心を持つさまざまな専門領域に関連した英文テキストを、クリティカルに読み、議論する力を養う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

辞書は必携。欠席して遅れた分は自分の責任でキャッチアップすること。

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 1

英語６ EB

担当者名 / Instructor 鈴木 盛子

12331

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

産業社会学部の学生が関心を持つさまざまな専門領域に関連した英文テキストを、クリティカルに読み、議論する力を養う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

辞書は必携。欠席して遅れた分は自分の責任でキャッチアップすること。

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 1

英語６ EC

担当者名 / Instructor 小林 香保里

12332

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語重視・専修コース)English WorkshopⅡ（週1回・1単位・ネイティヴ・スピーカー教員担当）

  この科目は、英語2の展開で、コンテント・ベースト・アプローチを用いながらオーラル・コミュニケーションと聴解力に重点を

おき、英語2で獲得した力をさらに伸ばすことをねらいとしている。それぞれのトピックやテーマをより深く学び、議論するため

に、取り上げるトピックやテーマの数については制限することが望ましい。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は第１回目の講義で指示する。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。                

単位数 / Credit 1

英語７ 01

担当者名 / Instructor DOMINGUE JOHN EDWARD

10013

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語重視・専修コース)English WorkshopⅡ（週1回・1単位・ネイティヴ・スピーカー教員担当）

  この科目は、英語2の展開で、コンテント・ベースト・アプローチを用いながらオーラル・コミュニケーションと聴解力に重点を

おき、英語2で獲得した力をさらに伸ばすことをねらいとしている。それぞれのトピックやテーマをより深く学び、議論するため

に、取り上げるトピックやテーマの数については制限することが望ましい。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は第１回目の講義で指示する。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。                

単位数 / Credit 1

英語７ 02

担当者名 / Instructor SHARPE ALBIE

10014

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語重視・専修コース)English WorkshopⅡ（週1回・1単位・ネイティヴ・スピーカー教員担当）

  この科目は、英語2の展開で、コンテント・ベースト・アプローチを用いながらオーラル・コミュニケーションと聴解力に重点を

おき、英語2で獲得した力をさらに伸ばすことをねらいとしている。それぞれのトピックやテーマをより深く学び、議論するため

に、取り上げるトピックやテーマの数については制限することが望ましい。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は第１回目の講義で指示する。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。                

単位数 / Credit 1

英語７ 03

担当者名 / Instructor BONANG RICHARD F.

10015

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語重視・専修コース)English WorkshopⅡ（週1回・1単位・ネイティヴ・スピーカー教員担当）

  この科目は、英語2の展開で、コンテント・ベースト・アプローチを用いながらオーラル・コミュニケーションと聴解力に重点を

おき、英語2で獲得した力をさらに伸ばすことをねらいとしている。それぞれのトピックやテーマをより深く学び、議論するため

に、取り上げるトピックやテーマの数については制限することが望ましい。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は第１回目の講義で指示する。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。                

単位数 / Credit 1

英語７ 04

担当者名 / Instructor TKATSCHOW DWIGHT A.

10016

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語重視・専修コース)English WorkshopⅡ（週1回・1単位・ネイティヴ・スピーカー教員担当）

  この科目は、英語2の展開で、コンテント・ベースト・アプローチを用いながらオーラル・コミュニケーションと聴解力に重点を

おき、英語2で獲得した力をさらに伸ばすことをねらいとしている。それぞれのトピックやテーマをより深く学び、議論するため

に、取り上げるトピックやテーマの数については制限することが望ましい。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は第１回目の講義で指示する。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。                

単位数 / Credit 1

英語７ 05

担当者名 / Instructor LEVESQUE GERARD P.

10017

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語重視・専修コース)English WorkshopⅡ（週1回・1単位・ネイティヴ・スピーカー教員担当）

  この科目は、英語2の展開で、コンテント・ベースト・アプローチを用いながらオーラル・コミュニケーションと聴解力に重点を

おき、英語2で獲得した力をさらに伸ばすことをねらいとしている。それぞれのトピックやテーマをより深く学び、議論するため

に、取り上げるトピックやテーマの数については制限することが望ましい。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は第１回目の講義で指示する。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。                

単位数 / Credit 1

英語７ 06

担当者名 / Instructor COLE SIMON ANTHONY

10018

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語重視・専修コース)English WorkshopⅡ（週1回・1単位・ネイティヴ・スピーカー教員担当）

  この科目は、英語2の展開で、コンテント・ベースト・アプローチを用いながらオーラル・コミュニケーションと聴解力に重点を

おき、英語2で獲得した力をさらに伸ばすことをねらいとしている。それぞれのトピックやテーマをより深く学び、議論するため

に、取り上げるトピックやテーマの数については制限することが望ましい。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は第１回目の講義で指示する。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。                

単位数 / Credit 1

英語７ 07

担当者名 / Instructor BROOKS GAVIN JOHN

10019

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語重視・専修コース)English WorkshopⅡ（週1回・1単位・ネイティヴ・スピーカー教員担当）

  この科目は、英語2の展開で、コンテント・ベースト・アプローチを用いながらオーラル・コミュニケーションと聴解力に重点を

おき、英語2で獲得した力をさらに伸ばすことをねらいとしている。それぞれのトピックやテーマをより深く学び、議論するため

に、取り上げるトピックやテーマの数については制限することが望ましい。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は第１回目の講義で指示する。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。                

単位数 / Credit 1

英語７ 08

担当者名 / Instructor SHARPE ALBIE

10147

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語重視・専修コース)English WorkshopⅡ（週1回・1単位・ネイティヴ・スピーカー教員担当）

  この科目は、英語2の展開で、コンテント・ベースト・アプローチを用いながらオーラル・コミュニケーションと聴解力に重点を

おき、英語2で獲得した力をさらに伸ばすことをねらいとしている。それぞれのトピックやテーマをより深く学び、議論するため

に、取り上げるトピックやテーマの数については制限することが望ましい。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は第１回目の講義で指示する。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。                

単位数 / Credit 1

英語７ 09

担当者名 / Instructor BROOKS GAVIN JOHN

10143

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語重視・専修コース)English WorkshopⅡ（週1回・1単位・ネイティヴ・スピーカー教員担当）

  この科目は、英語2の展開で、コンテント・ベースト・アプローチを用いながらオーラル・コミュニケーションと聴解力に重点を

おき、英語2で獲得した力をさらに伸ばすことをねらいとしている。それぞれのトピックやテーマをより深く学び、議論するため

に、取り上げるトピックやテーマの数については制限することが望ましい。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は第１回目の講義で指示する。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。                

単位数 / Credit 1

英語７ 10

担当者名 / Instructor TKATSCHOW DWIGHT A.

10144

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語重視・専修コース)English WorkshopⅡ（週1回・1単位・ネイティヴ・スピーカー教員担当）

  この科目は、英語2の展開で、コンテント・ベースト・アプローチを用いながらオーラル・コミュニケーションと聴解力に重点を

おき、英語2で獲得した力をさらに伸ばすことをねらいとしている。それぞれのトピックやテーマをより深く学び、議論するため

に、取り上げるトピックやテーマの数については制限することが望ましい。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は第１回目の講義で指示する。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。                

単位数 / Credit 1

英語７ 11

担当者名 / Instructor BONANG RICHARD F.

12936

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語重視・専修コース)English WorkshopⅡ（週1回・1単位・ネイティヴ・スピーカー教員担当）

  この科目は、英語2の展開で、コンテント・ベースト・アプローチを用いながらオーラル・コミュニケーションと聴解力に重点を

おき、英語2で獲得した力をさらに伸ばすことをねらいとしている。それぞれのトピックやテーマをより深く学び、議論するため

に、取り上げるトピックやテーマの数については制限することが望ましい。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は第１回目の講義で指示する。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。                

単位数 / Credit 1

英語７ 12

担当者名 / Instructor LEVESQUE GERARD P.

10146

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語重視・専修コース)English WorkshopⅡ（週1回・1単位・ネイティヴ・スピーカー教員担当）

  この科目は、英語2の展開で、コンテント・ベースト・アプローチを用いながらオーラル・コミュニケーションと聴解力に重点を

おき、英語2で獲得した力をさらに伸ばすことをねらいとしている。それぞれのトピックやテーマをより深く学び、議論するため

に、取り上げるトピックやテーマの数については制限することが望ましい。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は第１回目の講義で指示する。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。                

単位数 / Credit 1

英語７ 13

担当者名 / Instructor BECK LAWRENCE MARK

12937

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語重視・専修コース)English WorkshopⅡ（週1回・1単位・ネイティヴ・スピーカー教員担当）

  この科目は、英語2の展開で、コンテント・ベースト・アプローチを用いながらオーラル・コミュニケーションと聴解力に重点を

おき、英語2で獲得した力をさらに伸ばすことをねらいとしている。それぞれのトピックやテーマをより深く学び、議論するため

に、取り上げるトピックやテーマの数については制限することが望ましい。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は第１回目の講義で指示する。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。                

単位数 / Credit 1

英語７ 14

担当者名 / Instructor ANDREW DOWLING

12935

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語重視・専修コース)English WorkshopⅡ（週1回・1単位・ネイティヴ・スピーカー教員担当）

  この科目は、英語2の展開で、コンテント・ベースト・アプローチを用いながらオーラル・コミュニケーションと聴解力に重点を

おき、英語2で獲得した力をさらに伸ばすことをねらいとしている。それぞれのトピックやテーマをより深く学び、議論するため

に、取り上げるトピックやテーマの数については制限することが望ましい。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は第１回目の講義で指示する。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。                

単位数 / Credit 1

英語７ 15

担当者名 / Instructor BECK LAWRENCE MARK

12938

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語重視・専修コース)English WorkshopⅡ（週1回・1単位・ネイティヴ・スピーカー教員担当）

  この科目は、英語2の展開で、コンテント・ベースト・アプローチを用いながらオーラル・コミュニケーションと聴解力に重点を

おき、英語2で獲得した力をさらに伸ばすことをねらいとしている。それぞれのトピックやテーマをより深く学び、議論するため

に、取り上げるトピックやテーマの数については制限することが望ましい。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は第１回目の講義で指示する。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。                

単位数 / Credit 1

英語７ 16

担当者名 / Instructor ANDREW DOWLING

13111

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語重視・専修コース)English WorkshopⅡ（週1回・1単位・ネイティヴ・スピーカー教員担当）

  この科目は、英語2の展開で、コンテント・ベースト・アプローチを用いながらオーラル・コミュニケーションと聴解力に重点を

おき、英語2で獲得した力をさらに伸ばすことをねらいとしている。それぞれのトピックやテーマをより深く学び、議論するため

に、取り上げるトピックやテーマの数については制限することが望ましい。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は第１回目の講義で指示する。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。                

単位数 / Credit 1

英語７ EA

担当者名 / Instructor PEATY DAVID

10151

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語重視・専修コース)English WorkshopⅡ（週1回・1単位・ネイティヴ・スピーカー教員担当）

  この科目は、英語2の展開で、コンテント・ベースト・アプローチを用いながらオーラル・コミュニケーションと聴解力に重点を

おき、英語2で獲得した力をさらに伸ばすことをねらいとしている。それぞれのトピックやテーマをより深く学び、議論するため

に、取り上げるトピックやテーマの数については制限することが望ましい。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は第１回目の講義で指示する。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。                

単位数 / Credit 1

英語７ EB

担当者名 / Instructor GREENLAND FELICITY

10152

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語重視・専修コース)English WorkshopⅡ（週1回・1単位・ネイティヴ・スピーカー教員担当）

  この科目は、英語2の展開で、コンテント・ベースト・アプローチを用いながらオーラル・コミュニケーションと聴解力に重点を

おき、英語2で獲得した力をさらに伸ばすことをねらいとしている。それぞれのトピックやテーマをより深く学び、議論するため

に、取り上げるトピックやテーマの数については制限することが望ましい。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

 ３分の２以上の出席。その他は第１回目の講義で指示する。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。                

単位数 / Credit 1

英語７ EC

担当者名 / Instructor COLE SIMON ANTHONY

10153

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語専修コース)English Seminar(週2回・2単位・日本人あるいはネイティヴ・スピーカー教員担当)

 この科目は、コンテント・ベーストの科目で、特定のトピックをより深く掘り下げることをねらいとしている。これまでに取り上

げられたテーマでは、「広告産業」「近代英国社会」などがある。学生は、自分の研究したいテーマを選び、担当教員の指導を受け

ながら、小論文を英語で書き上げることが求められる。この科目内容の詳細については、個別担当教員のコース概要を参照するこ

と。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語８ EA

担当者名 / Instructor BROOKS GAVIN JOHN

11440

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語専修コース)English Seminar(週2回・2単位・日本人あるいはネイティヴ・スピーカー教員担当)

 この科目は、コンテント・ベーストの科目で、特定のトピックをより深く掘り下げることをねらいとしている。これまでに取り上

げられたテーマでは、「広告産業」「近代英国社会」などがある。学生は、自分の研究したいテーマを選び、担当教員の指導を受け

ながら、小論文を英語で書き上げることが求められる。この科目内容の詳細については、個別担当教員のコース概要を参照するこ

と。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語８ EB

担当者名 / Instructor PARRISH MICHAEL M.

11441

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(英語専修コース)English Seminar(週2回・2単位・日本人あるいはネイティヴ・スピーカー教員担当)

 この科目は、コンテント・ベーストの科目で、特定のトピックをより深く掘り下げることをねらいとしている。これまでに取り上

げられたテーマでは、「広告産業」「近代英国社会」などがある。学生は、自分の研究したいテーマを選び、担当教員の指導を受け

ながら、小論文を英語で書き上げることが求められる。この科目内容の詳細については、個別担当教員のコース概要を参照するこ

と。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  ３分の２以上の出席。その他は初回の講義で指示します。

教科書については初回の授業で各担当者より指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

前期オリエンテーション期間に実施するTOEFL&reg;-ITPの受験をもって前期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、外国留学ガイダンス（４月下旬実施予定）・留学フェアなどに参加して下さい。            

単位数 / Credit 2

英語８ EC

担当者名 / Instructor RITCHIE ZANE AARON、BECK LAWRENCE MARK

13839

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業のスケジュールや運営方法については初回の授業

で各担当者より指示します。

1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

This course is part of the highly integrated English for Academic Purposes (EAP) program.  All three courses in this program will focus on the 

same content area―introductory sociology―to help students acquire English vocabulary and skills in a systematic way.  The main goals of the 

reading and writing course are to teach students academic reading strategies, help build vocabulary and grammar skills for academic work, and 

most importantly, teach students how to write well-organized academic papers. 

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

Open only to students in the EAP Program.  Attendance, preparation and participation are very important.  It is especially important to get the 

first draft of papers done on time and bring them to class for peer editing.

単位数 / Credit 2

ＥＡＰ英語I A

担当者名 / Instructor 野口 メアリー

10872

授業スケジュール / Schedule

到達目標 / Focus and Goal

In a highly integrated fashion students will learn academic reading and writing skills while doing work in the EAP subject area̶sociology. 

Specific reading skills covered will include skimming, scanning, understanding main ideas, vocabulary acquisition and note-taking. Writing work 

will focus on strong topic sentences, support, citation of research sources, organization, summarizing and paraphrasing. The ultimate goal is for 

students to master the basic rules of style and mechanics needed to prepare an acceptable term paper for International Institute or JWP 

courses or college-level courses in an English-speaking country.    

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

Introduction, start Chapter 1 Marriage, Family and the Home1

Chapter 1 Marriage, Family and the Home2

Chapter 1 Marriage, Family and the Home3

Chapter 2 The Power of the Group4

Chapter 2 The Power of the Group5

Peer assessment of first writing assignment; Unit 1 wrap-

up

6

Final draft of first writing assignment due; Chapter 3 Growing Up Male or Female7

Chapter 3 Growing Up Male or Female8

Chapter 4 Gender Issues Today9

Chapter 4 Gender Issues Today10

Peer assessment of second writing assignment; Unit 2 

wrap-up

11

Final draft of second writing assignment due; Chapter 5 Mass Media Today12

Chapter 5 Mass Media Today13

Chapter 6 The Influence of the Media14

Chapter 6 The Influence of the Media15

Unit 3 wrap-up16

Peer assessment of third writing assignment17

Final draft of third writing assignment due; Chapter 7 Crime and Criminals18

Chapter 7 Crime and Criminals19

Chapter 8 Controlling Crime20

Chapter 8 Controlling Crime21

Unit 4 wrap-up22

Peer assessment of fourth writing assignment23

Final draft of fourth writing assignment due; Chapter 9 Cultural Change24

Chapter 9 Cultural Change25

Chapter 10 Global Issues26

Chapter 10 Global Issues27

Unit 5 wrap-up28

Work on final research paper29

Peer assessment of final research paper30



2006年度シラバス立命館大学

Grades will be based on quizzes and homework assignments, including first drafts of each paper (40%), final drafts of each paper (40%), and 

attendance and participation (20%).  Students who miss 5 classes or more will receive a lower grade for the course.

All students will be expected to bring an English-Japanese/Japanese-English dictionary to class each week.

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Academic Encounters: Life in Society―Reading 

Study Skills

Kristine Brown and Susan Hood／Cambridge University Press／0-521-66616-3／

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

This class will help students develop the English reading and writing skills required for academic work at the college level. Reading, listening and 

discussion activities will be integrated around theme-based material helping students to develop a full range of language skills for academic 

purposes.

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

単位数 / Credit 2

ＥＡＰ英語I B

担当者名 / Instructor HOSACK IAN

10732

授業スケジュール / Schedule

到達目標 / Focus and Goal

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

Orientation: overview of course objectives and 

requirements

1

Belonging to a Group: Reading for main ideas; dealing 

with unknown words; reading actively; skimming

2

Belonging to a Group: building vocabulary; note taking; 

preparing for a short-answer quiz

3

Belonging to a Group: predicting; defining; 

summarizing;using context clues; citing research

4

Belonging to a Group:  Understanding key terms; writing 

expanded definitions; varying language

5

Belonging to a Group: topic sentences; building 

vocabulary; scanning; complex sentences; word maps

6

Gender and Sexuality: linking words; writing a 

comparison & contrast text

7

Gender and Sexuality: writing a persuasive text8

Gender and Sexuality: one-sentence summaries; speed-

reading techniques

9

Gender and Sexuality: figures of speech; previewing text 

headings; understanding pronoun reference

10

Gender and Sexuality: the SQR3 system; collocations11

Gender and Sexuality: expressing numerical data; reading 

critically

12

Media and Society: linking ideas in a text; highlighting13

Media and Society: reading news stories; prefixes14

Media and Society: asking for clarification; summarizing15

Media and Society: writing a discussion paragraph16

Media and Society: reading around the topic; test taking17

Media and Society: reporting verbs; citing studies in 

writing

18

Breaking the Rules: technical terms and definitions; 

understanding implied meanings

19

Breaking the Rules: using the SQR3 system; comparing 

data

20

Breaking the Rules: summarizing the main ideas; 

conducting surveys; writing chronological paragraphs

21

Breaking the Rules: describing internal & external 

controls; recognizing 'word families'

22

Breaking the Rules: synonyms; learning words related to 

the topic

23

Breaking the Rules: varying your language; figurative 

language

24

Changing Societies: sharing your cultural perspective; 

summarizing from topic sentences

25



2006年度シラバス立命館大学

The above lesson schedule is tentative and subject to amendment.

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Academic Encounters: Life in Society  Reading, 

Study Skills, Writing

Kristine Brown & Susan Hood／Cambridge University Press／0-521-66616-3／

Changing Societies: writing expanded definitions; 

descriptive words; writing about possibilities

26

Changing Societies: understanding the function of 

different parts of a text; punctuation

27

Changing Societies: referring back to ideas in the text; 

explaining the text in your own words

28

Changing Societies: nominalizations; writing a problem-

solution text

29

Changing Societies: varying language; conducting a 

survey

30

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

レポート Regular writing assignments50 ％

日常点 Attendance and participation; student presentations50 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

This class will focus on extensive reading skills and will require students to complete around twenty pages of textbook reading in preparation for

class each week.  Classwork will include quizzes, comprehension activities and discussion.

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

Essentials of Sociology, 6th Edition.  Thomson Learning

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

http://sociology.wadsworth.com/brinkerhoff/essentials6e

その他 / Others

単位数 / Credit 1

ＥＡＰ英語II A

担当者名 / Instructor DAVIES MICHAEL JAMES

10290

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

The Study of Society1

Culture2

Socialization3

Social Structure and Social Interaction4

Groups and Organisations5

Crime and Social Control6

Stratification7

Globalization and Inequality8

Race and Inequality9

Sex and Sexuality10

Age and Health11

Family12

Education and Religion13

Politics and the Economy14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 There will be a class test each week based on the reading done in preparation for class33 ％

日常点 Students will be expected to actively discuss and respond to the text in class33 ％

その他 Attendance and timekeeping will be recorded weekly33 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

This is a critical reading course which will focus on understanding, summarizing and discussing academic readings. As part of the highly 

integrated English for Academic Purposes (EAP) program, the readings will consist of a diverse array of topics in sociology, which is broadly 

speaking, the study of human behaviour in a societal context. The goals of this course are: (1) to help students acquire academic English 

vocabulary and to develop and apply reading skills and strategies; (2) to conceptualize and understand human behaviour from a sociological 

perspective; and (3) to discuss readings and develop opinions and questions to ideas expressed in course readings. 

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

Regular attendance, a sustained effort in weekly homework and in-class activities throughout the semester, and contributing to class 

discussion are strongly encouraged. Students should also consult with the instructor should they have questions or be absent. Please also 

note that the syllabus may be adjusted throughout the semester.

Oxford English Dictionary

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

単位数 / Credit 1

ＥＡＰ英語II B

担当者名 / Instructor KIM  ANNA

10979

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

The goals of this course are: (1) to help students acquire academic English vocabulary and to develop and apply reading skills and strategies; (2)

to conceptualize and understand human behaviour from a sociological perspective; and (3) to discuss readings and develop opinions and 

questions to ideas expressed in course readings. 

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

Regular attendance, a sustained effort in weekly homework and in-class activities throughout the semester, and contributing to class 

discussion are strongly encouraged. Students should also consult with the instructor should they have questions or be absent. Also, to benefit 

from this course as much as possible, students are encouraged to discuss readings with other students and to read supplementary texts 

outside of class. 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Essentials of Sociology, Sixth Edition D.B. Brinkerhoff et al／Thomson／0-534-62676-9／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

Introduction: What is sociology?1

Culture2

Socialization3

Groups, Networks and Organizations4

Family5

Sex, Gender, and Sexuality6

Racial and Ethnic Inequality7

Deviance, Crime and Social Control8

Politics and the Economy9

Population and Urban Life10

Global Inequality11

Social Movements, Technology, and Social Change12

Presentations13

Presentations14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 This will be an essay-based exam on the topics covered throughout the course.25 ％

日常点 Weekly homework assignments, quizzes and presentations60 ％

その他 Attendance15 ％



2006年度シラバス立命館大学

New Internet and InfoTrac College Edition links are included in each Focus On box feature throughout the textbook. This allows students to 

access to rich, content driven research article databases.

その他 / Others



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

This is one of three EAP (English for Academic Purposes) courses that selected students will take during their first semester at Ritsumeikan. 

The aim of these integrated courses is to help students develop the skills required for academic work in English at the college level. EAP III with

a focus on listening, discussion and oral presentation. 

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

Homework assignments will include listening practice and preparation for in-class presentations and discussions.

There will be a homework assignment every week. Students who are absent from class must contact the instructor or another student to check

what the homework is for that week.

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

ＥＡＰ英語III A

担当者名 / Instructor HOSACK IAN

10162

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

One of the main aims of this course is to improve students’ ability to understand academic lectures given in English and to take clear notes 

that will later help them to recall the lecture material. Students will listen to lectures on such themes as Cuture Shock, Urban Development and 

Gender and Language. In-class activities will focus on developing strategies for understanding lectures such as techniques for distinguishing 

main ideas from details, and focusing on key words given in the introduction and conclusion to a lecture. Students will also learn techniques for 

organizing their lecture notes.

Another main aim of the course is develop students’ ability to discuss academic topics. Each class will include discussion activities that either 

lead in to or follow on from the lecture material. Finally, students will also have practice making short presentations.

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

The textbook for this course is the 'companion text' for the book used in EAP I, Academic Encounters . Students should find the material 

studied in EAP I, helps them to understand the material in EAP III, and vice versa. 

If you want a good grade for this course make sure you do the homework every week and don't miss classes unnecessarily. If you are absent 

for any reason you should contact the instructor to find out what work you need to complete before the next class.

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Academic Listening Encounters: Life In 

Society - Listening, Note Taking, Discussion

Kim Sanabria／Cambridge University Press／0-521-75483-6／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

The Instructor will provide details of the schedule during 

the 1st class

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 grades will be based on quizzes, homework assignments, presentations and in-class 

participation.

100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

This course is part of the highly integrated English for Academic Purposes (EAP) program. All three courses in this program will focus on the 

same content area: Introductory Sociology. Its aim is to help students acquire English vocabulary and skills in a systematic way. The main goals 

of the listening and speaking course are to build on the high listening comprehension skills the students already have, and to help them learn to 

listen to lectures and to discuss academic subjects in English. They should also learn how to make the kind of presentations of their own 

research that would be required in Intenrational  Institute or JWP courses or in college-level courses in an English-speaking country.

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

単位数 / Credit 1

ＥＡＰ英語III B

担当者名 / Instructor AUGUSTINE MORRIS J.

12399

授業スケジュール / Schedule

到達目標 / Focus and Goal

This professor has lectured in English as a Professor in the U.S., Japan and Europe. He wishes to be of all the help he can to help each student 

learn all the necessary skills that will be required of Japanese students who intend or hope to enter into college level courses in an English-

speaking institution. He wishes to prepare student to enjoy their work in non-Japanese countries and in Japan, and to do well. But such an 

achievement is not easy. Leaning to listen, to take notes well, take full part in classroom discussions, and to give presentations are only the 

skills necessary for something far more important: to learn to think independently, to gain confidence in one's own knowledge and ideas, and 

thus to become a fully functioning part of the highly educated, English-speaking international community. 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

The professor will give a general outline of the whole 

course and explain the natue of the textbook 

He will assign the reading and the listening to Chapter 

One of the Text: Academic Encounters: Life in 

Society--pages 1-16 and the litenenng to the same 

materials--at least once, but preferable twice or more 

of the same material on the CD which is part of the 

text. 

Week One: April 7

Having completed all the materials in the text for 

Chapter One, the student will be expected to be ready 

to express his/her own ideas on the subject  of 

Marriage, Family and Home, and to enter into discussion 

with the teacher and other students. Prepare a special 

Notebook for this class, in which you will write down 

your notes on the professor's lectures and on other 

students' idea, and your own ideas.

As Homeword listen carefully to the material of 

Chapter Two--while looking at the printed text''s same 

materials.

Week Two: April 

14:

Further discussion of Chapter Two. Be sure uyou have 

learned all the new vocabulary and have practiced using 

it.

Listen to Chapter Two once or twice more. Take notes 

on its contents

Week Three: April 

21

Work on oral delivery of your own ideas and/or the 

results of your own reseach. Focus on standing posture, 

pronunciation, eye-contact with your audience, rythmn 

of your sentances and leaving a positive impression on 

your hearers

Start Chapter Three: Gowing Up Male or Female. 

Homework: Memorize the assigned quotes from the 

text and/or CD and carefully practice standing up and 

delivering these line.

Week Four: April 28

Each student will stand and deliver the memorized 

material, and will take notes in his/her special notebook 

on the lecture or remarks of the teacher. focus on 

smooth sentances and natural English rythmn of your 

sentance.

The student will try hard to deliver the memorized 

material with emphasis on pronunciation, proper tone 

and loudness, good inflextion and proper eye 

contact.MN

Week Five: May  12

Lecture and discussion of Growing Up Male/Female. Listen to Chapter 4 on the CD--this CD listening is 

very important. Listen uptil you understand it clearly--

look up difficult  vocabulary words

Week Six: May 19

Unit Three: Mass Media Today. Work through all the 

exercises in the text. Remember learning a foreign 

language well is hard work. The more exercises you do 

the better your English becomes 

Homework: Listen to Chapter SixWeek Seven: May 

26

Mass Media Today: class discussion of the material of 

Chapter Six and of the Professor's explanations and 

opinions 

Listen to Chapter Eight again and do other assigned 

homework

Week Eight: June 3

Start Chapter Seven on Crime and Criminals; focus on 

visual aids like pictures or slides to make your own 

presentations more forceful

Listen carefully to the CD of Chapter Eight--until you 

are confident you know what it says. Take notes on 

difficult vocabulary

Week Nine: June 9

Crime and Criminals: Homework ; Listen to CD of Chapter Eight again.Week Ten: June 16



2006年度シラバス立命館大学

All students should always come to class with an English-Japanese and Japanese-English Dictionary

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

Do research on the subject in the text which you find most interesting and important. Then prepare your own presentation and deliver it. This is 

the final goal and culmination of the course.

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

The teacher will add these websites as the course progresses

その他 / Others

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

Try to meet English speaking non-Japanese people here in Kyoto and use only English to get to know and become friends with them. Starbucks 

Coffee houses are one good place to meet such people. Travel in foriegn countries (especially English-speaking countries) and use as much 

English as possible. Travel outside Japan at every opportunity. It will not only force you to depend on spoken English, it will educate you on 

your own identity as an International Japanese person who realizes that you are part of whole planet earth and have a right to enjoy its many 

beauties and a responsibility to help peopleof other countries less fortunate than you, and to help preserve the rices of our tiny planet. 

Chapter Nine: Cultural Change Take careful notes on the 

teacher's lecture

Listen carefully to the CD on Cultural Change, take 

notes and write down words you do not recognize when 

you hear them (constult the written text)

Week Eleven: June 

23

Culture Change: Homework Begin to prepare for you big Final Presentations 

Choose your topic carefully, use the library and other 

sources to find good facts, pictures 

Week Twelve: 

June 30

Read the text and listen to the CD of Chapter Ten: 

Global Issues

Do the assignments in the text and learn new 

vocabulary. Work hard on you Final Presentation (It will 

constitute a large portion of your final grade)

Week Thirteen: 

July 7

Final Presentations: Listen to the other presentation and 

be prepared to ask at least one question. See if you can 

debate points that you disagree with

Final Presentation: Listen to the other presentation 

and be prepared to ask at least one question. Practice 

your own presentation by first rading it until you know 

exactly what you will say--without just memorizing it.

Week Fourteen: 

July  14

Final Presentations: Listen to the other presentation and 

be prepared to ask at least one question. Practice your 

own presentation by having someone else in the class 

listern to you at home and make suggestions

Final Presentations: Listen to the other presentation 

and be prepared to ask at least one question

Week Fifteen: July 

21

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 Quizzes on Assigned CD material  and other homework50 ％

レポート Copies of a written version of you final presentation need to be handed in a three or four 

weeks before the last two classes. They will be graded by the teacher who will give you 

suggestions as to how to improve the final production

0 ％

日常点 Presentations aand discussion in class30 ％

その他 Class attendence and participation 20 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

This is a four skills class (reading, writing, listening & speaking).

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

There will be two tests given for this class based on materials covered in class. Attendance at both exams is necessary to pass.

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

英語特別講義 1A

担当者名 / Instructor STEWART RONALD GEOFF

10595

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

In this class we will look cultural differences and the problems caused by them. 

Each of the regular classes will focus a different unit of the text "Cultural Conundrums." During the first lesson we will decide together which 

units to cover during the semester. Each lesson will be extended into discussions to help you form and exchange opinions in English. 

The class will be held 8 times, and results will be based two exams.

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

Please bring a text to class, and be prepared to participate actively in pair and group work.

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Cultural Conundrums 「異文化の戸惑い」 Masamichi Asama & Colin Sloss／Eihosha (英宝社）／4-269-14012-7／

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 Two exams (4th lesson and 8th lesson)100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

毎回短い英文を読んで、その中に出てくる表現をいくつか取り上げ、意味を変えずに別の表現で言えるかを考えてみます。このような練習を

paraphrasingと言います。英語的な発想の養成と語彙力・表現力の向上に効果的で、通訳訓練でもおこなわれるものです。paraphrasingの練習を

中心に、授業中にさまざまな課題を課します。トピックは、ごく一般的で取り組みやすい内容のものを選びます。この授業では、毎回出席し課題を

こなすことが要求されます。尚、授業は一回完結型です。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳細は初回の授業時に説明します。

テキストは使用しません。ハンドアウトを配布します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

その他の注意事項については、初回の授業時に説明します。

単位数 / Credit 1

英語特別講義 1B

担当者名 / Instructor 五十川 敬子

11770

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

①限られた時間内に短い英文をさっと読んで理解できる。

②豊かな英語表現力養成のための方法を知る。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

授業中にさまざまな課題を課しますので、集中して取り組んでください。辞書を持参することをおすすめします。

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

4月12日

4月26日

5月17日

中間試験5月31日

6月7日

6月21日

7月5日

期末試験7月19日

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

レポート 40 ％

日常点 中間試験と期末試験を実施します。60 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

This is a topic-based course that will also include practice on the 4 basic skills (reading, listening, speaking and writing). There will be a different

topic each class ‒ some will be easy and some will be challenging.  Most classes will include a song related to the topic as a listening exercise.  

An example is the class on the topic of “International Conflicts”. We will listen and discuss the song “The Universal Soldier.” Some classes will 

include documentary videos (One is about a Nobel Peace Prize winner).

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

None.

None.

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

Write a biography of a Nobel Peace Prize Laureate, using at least 2 references.

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

英語特別講義 1C

担当者名 / Instructor BECK LAWRENCE MARK

12661

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

The goal of the course is to improve speaking, listening and comprehension skills using a variety of topics. The topics will be relevant to all 

university students and students should find the topics interesting as well as important.

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

Student  Life Independence, responsibilities

Good and bad habits harmful and beneficial, Japanese customs

Nobel Prize winners from Japan and Nobel Peace Prize 

winners

Nobel Laureate

International Conflicts Ethnic Cleansing, genocide

Love and Marriage relationships, ceremonies

Animals Endangered Species

Food recipe

Movies summaries, reviews

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 A  mid-term and a final listening and reading exam100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

言語文化系のコンテントを軸とする中規模クラスです。具体的な内容はオンラインシラバスに掲載しますので、登録前に必ず参照してください。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

英語特別講義 1D

担当者名 / Instructor KIMBALL THOMAS BYRON

10623

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

大学卒業までに最低限身につけておきたい英語コミュニケーション能力を総合的に補強することを目標とします。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 2回の試験で評価します。100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

総合的な英語力の向上を目指す。授業では、英語の歌を聞き、それぞれのアーチストに関するストーリーを読んで、内容に準じた練習問題、文

法の確認などを行う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

英語特別講義 1E

担当者名 / Instructor 小林 香保里

11785

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

英語の基礎をしっかり身に着ける。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

受講上の注意事項に関しては、最初の授業で、説明する。 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 ALIVE JIVES                                          ローラ　モリグチ、木村和美                             ／南雲堂／ISBN4-523-17400-8／

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 Test(1),Test(2)100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

英語の辞書を手にすると、こんなに莫大な量の英単語を知ることは到底できないと思うのが普通ではないでしょうか？　英語の語の世界ははる

かかなたに聳え立つ高い山のように思えるかもしれません。しかしそうではないのです。英語の語の世界は登れない山ではなく、隅々まで明かり

を照らして見ることのできる世界なのです。英語の語について正しい知識をもつと、母国語話者と同じ感覚で英語の語が見えるようになり、英語

が借り物でなく、自分のものとなります。このコースではいろいろな話やクイズでもって、楽しみながら英語の語について教えたいと思います。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

テキストは毎回配布しますので、できるだけレギュラーに出席することを勧めます。すべて一回で使い切りのテキストでそれがすめばクラスを終え

ますので、だらだらした授業はしません。テキストをファイルすることを勧めます。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

英語特別講義 1F

担当者名 / Instructor 酒井 玲子

12691

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

言語文化系のコンテントを軸とする中規模クラスです。具体的な内容はオンラインシラバスに掲載しますので、登録前に必ず参照してください。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

英語特別講義 2A

担当者名 / Instructor KIMBALL THOMAS BYRON

10594

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

大学卒業までに最低限身につけておきたい英語コミュニケーション能力を総合的に補強することを目標とします。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 2回の試験で評価します。100 ％
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授業の概要 / Course Description

世界遺産の知識を学びながら、総合的な英語力の向上を目指す。授業では、英文を読み、聞き、内容に準じた練習問題をする。英語を通して、

世界各国の文化、地理、歴史に触れ、グローバルな視野を養う。 

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

大学生協で購入してください。 

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

 webリンク集での、毎週の予習、復習が望ましい。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

UNESCO World Heritage Centre (http://whc.unesco.org/en/list/)

リンク集(http://www.shejapan.com/book/whs/index.html)

その他 / Others

単位数 / Credit 2

英語特別講義 2B

担当者名 / Instructor 小林 香保里

11769

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

英語の基礎をしっかり身に着ける。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

受講上の注意事項に関しては、最初の授業で、説明する。

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 Wonders of the World on the Web  渡辺節子 ／南雲堂 ／ISBN 4-523-17523-3／

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

  ／／／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

Orientation4月12日

Unit 1,24月19日

Unit 3,44月26日

Unit55月10日

Unit65月17日

Unit75月24日

Report5月27日

Test(1)5月31日

Unit8,96月7日

Unit10,116月14日

Unit126月21日

Unit136月28日

Unit147月5日

Unit157月12日

Test(2)7月19日

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 Test(1), Test(2), Report100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

言語文化系のコンテントを軸とする中規模クラスです。具体的な内容はオンラインシラバスに掲載しますので、登録前に必ず参照してください。

授業は３部構成。１）授業の最初にリスニングの練習、２）講義を聴く、３）提示された課題について作業を行う。

内容は、英米の文化、そして英語と日本語の違いに着目して、英語らしい表現とはどのようなものかを学ぶ。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

特になし。

一生懸命やった分だけ点数に反映されます。いい加減な作業、態度では単位取得は困難だと考えてください

教材は授業中にプリントを配布

特になし。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

授業中学んだことを実践してみる。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

授業中に指示。

その他 / Others

単位数 / Credit 2

英語特別講義 2C

担当者名 / Instructor 堀田 秀吾

12660

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

大学卒業までに最低限身につけておきたい英語コミュニケーション能力を総合的に補強することを目標とします。

１）文化やことばの違いを意識した言語運用能力の向上（英語らしい表現を行うための文法項目の理解等を含む）

２）リスニング力の向上

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

オリエンテーション第1回

TBA第2回～１４回

最終講義試験第15回

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 50 ％

日常点 出席、提出された課題の出来、発言など。50 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

言語文化系のコンテントを軸とする中規模クラスです。具体的な内容はオンラインシラバスに掲載しますので、登録前に必ず参照してください。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

英語特別講義 2D

担当者名 / Instructor SELL DAVID ALFRED

10622

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

大学卒業までに最低限身につけておきたい英語コミュニケーション能力を総合的に補強することを目標とします。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 2回の試験で評価します。100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

言語文化系のコンテントを軸とする中規模クラスです。具体的な内容はオンラインシラバスに掲載しますので、登録前に必ず参照してください。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

英語特別講義 2E

担当者名 / Instructor RITCHIE ZANE AARON

10664

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

大学卒業までに最低限身につけておきたい英語コミュニケーション能力を総合的に補強することを目標とします。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 授業中に2回試験をします。100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

英文のアカデミック・エッセイは形式が決まっています。この授業では毎回短いエッセイを読むことで形式の基本を学び、段階を踏んで実際に書く

練習もします。授業中にさまざまな課題を課します。毎回出席し課題をこなすことが要求されます。尚、授業は一回完結型です。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳細は初回の授業時に説明します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

その他の注意事項については、初回の授業時に説明します。

単位数 / Credit 2

英語特別講義 2F

担当者名 / Instructor 五十川 敬子

11763

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

①まとまりのある英文エッセイの構成を知る。

②まとまりのある短い英文エッセイが書ける。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

授業中にさまざまな課題を課しますので、集中して取り組んでください。辞書を持参することをおすすめします。

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Skills for Better Writing　構造で書く英文エッセイ 石谷由美子/Emma Andrews／南雲堂／4-523-17507-1／

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

レポート 40 ％

日常点 60 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

今後インターネット上やE-mailで英語を使用する機会が増えていくことは、誰の目にも明らかです。この授業では、英文E-mailを読んだり書いたり

する作業をおこない、自由に英語で発信できる基礎力の養成を目指します。毎回出席し課題をこなすことが要求されます。尚、授業は一回完結

型です。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳細は初回の授業時に説明します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

その他の注意事項については、初回の授業時に説明します。

単位数 / Credit 2

英語特別講義 2G

担当者名 / Instructor 五十川 敬子

11784

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

世界に向けて発信するための基礎的な英語力を身につける。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

授業中にさまざまな課題を課しますので、集中して取り組んでください。辞書を持参することをおすすめします。

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

An Introductory Course in Writing College 

English E-Mail 　はじめてのEメール英作文

松居司/Philip Hinder／南雲堂／4-523-17504-7／

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

レポート 40 ％

日常点 60 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

This is a four skills class (reading, writing, listening & speaking).

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

英語特別講義 2H

担当者名 / Instructor STEWART RONALD GEOFF

12690

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

In this class we will look at similarities and differences in cultures around the world. 

In each class we will cover a different unit and topic from the text "Crossroads that Link the World". 

Each of these topics will be extended into a discussion (pair, group and class discussions.)

Exams based on material covered in class will be given in the 8th class and final class.

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

Please come to class with a text and be prepared to participate in class activities. 

A more detailed schedule for the semester will be given during the first class.

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Crossroads that Link the World 「異文化のクロ

スロード」

Wayne I. Phillips & Fujio Nakano／Asahi Press／4-255-15420-1／

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 Exams in 8th and final weeks 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

コミュニケーションの手段としてのドイツ語の基礎を、発音、文法、語彙・表現の面から学習します。コミュニケーションにとって不可欠なドイツ語圏

の生活や文化に関する知識も少しずつ身につけるようにします。週２回の授業を同一の日本人教員が担当します。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

文法と簡単な読章、練習問題からなる総合的なテキストを使用します。適宜プリントを補います。具体的な指示は後期開講時に指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

ＮＨＫテレビ、ラジオのドイツ語講座は教室での学習を補強するには最適です。たとえ定期的にではなくとも視聴することを薦めます。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

Deutsche Welle http://www.dw-world.de

その他 / Others

単位数 / Credit 2

ドイツ語・基礎 4A

担当者名 / Instructor 玉木 佳代子

10260

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

ドイツ語は英語などに比べると、基礎段階においては発音が簡単で文法が複雑という特徴をもっています。しかし簡単とはいえドイツ語独自の音

であることに違いはないので、まずドイツ語の音声を身につけることが必要です。文法では、動詞の人称変化、名詞・冠詞の格変化を中心に基本

中の基本を習得することを目標とします。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

アルファベッド、発音の基礎、主語となる名詞・人称代名

詞、名詞の性、動詞の現在人称変化、冠詞、所有代名

詞

1-10

不規則動詞の現在人称変化、格変化、前置詞11-20

名詞の複数形、助動詞、分離動詞21-30

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 30 ％

日常点 出席、授業参加、小テスト70 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

コミュニケーションの手段としてのドイツ語の基礎を、発音、文法、語彙・表現の面から学習します。コミュニケーションにとって不可欠なドイツ語圏

の生活や文化に関する知識も少しずつ身につけるようにします。週２回の授業を同一の日本人教員が担当します。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

文法と簡単な読章、練習問題からなる総合的なテキストを使用します。適宜プリントを補います。具体的な指示は後期開講時に指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

ＮＨＫテレビ、ラジオのドイツ語講座は教室での学習を補強するには最適です。たとえ定期的にではなくとも視聴することを薦めます。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

Deutsche Welle http://www.dw-world.de

その他 / Others

単位数 / Credit 2

ドイツ語・基礎 4B

担当者名 / Instructor 江城 忠雄

16399

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

ドイツ語は英語などに比べると、基礎段階においては発音が簡単で文法が複雑という特徴をもっています。しかし簡単とはいえドイツ語独自の音

であることに違いはないので、まずドイツ語の音声を身につけることが必要です。文法では、動詞の人称変化、名詞・冠詞の格変化を中心に基本

中の基本を習得することを目標とします。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

アルファベッド、発音の基礎、主語となる名詞・人称代名

詞、名詞の性、動詞の現在人称変化、冠詞、所有代名

詞

1-10

不規則動詞の現在人称変化、格変化、前置詞11-20

名詞の複数形、助動詞、分離動詞21-30

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 30 ％

日常点 出席、授業参加、小テスト70 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

コミュニケーションの手段としてのドイツ語の基礎を、発音、文法、語彙・表現の面から学習します。コミュニケーションにとって不可欠なドイツ語圏

の生活や文化に関する知識も少しずつ身につけるようにします。週２回の授業を同一の日本人教員が担当します。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

文法と簡単な読章、練習問題からなる総合的なテキストを使用します。適宜プリントを補います。具体的な指示は後期開講時に指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

ＮＨＫテレビ、ラジオのドイツ語講座は教室での学習を補強するには最適です。たとえ定期的にではなくとも視聴することを薦めます。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

Deutsche Welle http://www.dw-world.de

その他 / Others

単位数 / Credit 2

ドイツ語・基礎 8A

担当者名 / Instructor 玉木 佳代子

11666

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

ドイツ語は英語などに比べると、基礎段階においては発音が簡単で文法が複雑という特徴をもっています。しかし簡単とはいえドイツ語独自の音

であることに違いはないので、まずドイツ語の音声を身につけることが必要です。文法では、動詞の人称変化、名詞・冠詞の格変化を中心に基本

中の基本を習得することを目標とします。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

アルファベッド、発音の基礎、主語となる名詞・人称代名

詞、名詞の性、動詞の現在人称変化、冠詞、所有代名

詞

1-10

不規則動詞の現在人称変化、格変化、前置詞11-20

名詞の複数形、助動詞、分離動詞21-30

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 30 ％

日常点 出席、授業参加、小テスト70 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

〈初修重視コース〉受講者が「基礎」「表現１」と並行して受ける科目です。視聴覚教材を活用してドイツ語圏の多様な側面について学ぶことで、

「基礎」「表現１」で得たことばの知識を文化と社会のコンテクストの中に位置づけます。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

出席、授業参加、小テスト、最終講義試験

特定のテキストは使用せず、適宜プリントを配布します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

ＮＨＫテレビ、ラジオのドイツ語講座は教室での学習を補強するには最適です。たとえ定期的にではなくとも視聴することを薦めます。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

Deutsche Welle http://www.dw-world.de

その他 / Others

            

単位数 / Credit 1

ドイツ語・総合１ 8A

担当者名 / Instructor 大西 光弘

10092

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

ドイツ語そのものに関しては「基礎」「表現１」に準じます。ドイツ語圏の文化と社会に関しては、ドイツ語を知らなかったこれまでの見方を場合に

よっては訂正したり、場合によっては正しかったことを確認しつつ豊かにするといった作業のできることが目標になります。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

基礎」「表現１」の進度と歩調を合わせながら、また理解

度を勘案しながら授業を進めます。「基礎」「表現１」を参

照してください。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

〈初修重視コース〉受講者が「展開」「表現２」と並行して受ける科目です。視聴覚教材を活用してドイツ語圏の多様な側面について学ぶことで、

「展開」「表現２」で得たことばの知識を文化と社会のコンテクストの中に位置づけます。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

出席、授業参加、小テスト、最終講義試験

特定のテキストは使用せず、適宜プリントを配布します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

ＮＨＫテレビ、ラジオのドイツ語講座は教室での学習を補強するには最適です。たとえ定期的にではなくとも視聴することを薦めます。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

Deutsche Welle http://www.dw-world.de

その他 / Others

        

単位数 / Credit 1

ドイツ語・総合２ 8A

担当者名 / Instructor 大西 光弘

11379

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

ドイツ語そのものに関しては「展開」「表現２」に準じます。ドイツ語圏の文化と社会に関しては、ドイツ語を知らなかったこれまでの見方を場合に

よっては訂正したり、場合によっては正しかったことを確認しつつ豊かにするといった作業のできることが目標になります。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

「展開」「表現２」の進度と歩調を合わせながら、また理解

度を勘案しながら授業を進めます。「展開」「表現２」を参

照してください。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

「基礎」に引き続き、コミュニケーションの手段としてのドイツ語を、発音、文法、語彙・表現の面から学習します。コミュニケーションにとって不可欠

なドイツ語圏の生活や文化に関する知識も少しずつ身につけるようにします。週２回の授業を同一の日本人教員が担当します。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

「基礎」で使用した「新しいドイツ語　Willkommen in Deutschland」を引き続き使います。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

ＮＨＫテレビ、ラジオのドイツ語講座は教室での学習を補強するには最適です。たとえ定期的にではなくとも視聴することを薦めます。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

Deutsche Welle http://www.dw-world.de

その他 / Others

       

単位数 / Credit 2

ドイツ語・展開 8A

担当者名 / Instructor 玉木 佳代子

10187

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

基礎的な文法事項をひととおり学習し、独和辞典を引きながら関係代名詞や接続詞を含む少し長い文章を読めるレベルに到達することを目標と

します。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

動詞の過去と現在完了、再帰代名詞・再起動詞1-10

接続詞、形容詞の格変化・比較変化11-20

関係代名詞、受動態21-30

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 1年間のドイツ語学習の熟達度検証としてドイツ語検定試験4級相当レベルの試験を実施しま

す。

30 ％

日常点 出席、授業参加、小テスト70 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

ドイツ語による基本的なコミュニケーションの力を養成することを目標とします。そのために必要な語彙・言い回しを、主として耳で聴き、口に出し

てみるという練習を通じて獲得します。「基礎」の授業で習う文法事項の理解の上に立って的確な表現を身につけましょう。ドイツ語を母語とする

教員が担当します。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

出席、授業参加、小テスト、最終講義試験

後期開講時に指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

ＮＨＫテレビ、ラジオのドイツ語講座は教室での学習を補強するには最適です。たとえ定期的にではなくとも視聴することを薦めます。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

Deutsche Welle http://www.dw-world.de

その他 / Others

単位数 / Credit 1

ドイツ語・表現１ 4A

担当者名 / Instructor CHRIST-KAGOSHIMA GAB

11735

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

・挨拶と自己紹介

・身近な物の名前、職業名、国名と言語

・数字

・簡単な質問

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

名前、出身、住所、挨拶、数、電話番号、1-5

専門科目、言語、曜日と月、好きなこと嫌いなこと6-10

料理、好物、時刻11-15

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

ドイツ語による基本的なコミュニケーションの力を養成することを目標とします。そのために必要な語彙・言い回しを、主として耳で聴き、口に出し

てみるという練習を通じて獲得します。「基礎」の授業で習う文法事項の理解の上に立って的確な表現を身につけましょう。ドイツ語を母語とする

教員が担当します。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

出席、授業参加、小テスト、最終講義試験

後期開講時に指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

ＮＨＫテレビ、ラジオのドイツ語講座は教室での学習を補強するには最適です。たとえ定期的にではなくとも視聴することを薦めます。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

Deutsche Welle http://www.dw-world.de

その他 / Others

単位数 / Credit 1

ドイツ語・表現１ 4B

担当者名 / Instructor MUELLER BEATE

16398

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

・挨拶と自己紹介

・身近な物の名前、職業名、国名と言語

・数字

・簡単な質問

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

名前、出身、住所、挨拶、数、電話番号、1-5

専門科目、言語、曜日と月、好きなこと嫌いなこと6-10

料理、好物、時刻11-15

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

ドイツ語による基本的なコミュニケーションの力を養成することを目標とします。そのために必要な語彙・言い回しを、主として耳で聴き、口に出し

てみるという練習を通じて獲得します。「基礎」の授業で習う文法事項の理解の上に立って的確な表現を身につけましょう。ドイツ語を母語とする

教員が担当します。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

出席、授業参加、小テスト、最終講義試験

後期開講時に指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

ＮＨＫテレビ、ラジオのドイツ語講座は教室での学習を補強するには最適です。たとえ定期的にではなくとも視聴することを薦めます。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

Deutsche Welle http://www.dw-world.de

その他 / Others

単位数 / Credit 1

ドイツ語・表現１ 8A

担当者名 / Instructor MUELLER BEATE

12544

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

・挨拶と自己紹介

・身近な物の名前、職業名、国名と言語

・数字

・簡単な質問

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

名前、出身、住所、挨拶、数、電話番号、1-5

専門科目、言語、曜日と月、好きなこと嫌いなこと6-10

料理、好物、時刻11-15

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

「表現１」で身につけた基本的な表現能力を発展させ、より複雑なコミュニケーションを可能とする力の養成を目標とします。ドイツ語を母語とする

教員が担当します。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

出席、授業参加、、小テスト、最終講義試験

「表現１」で使用した「自己表現のためのドイツ語１」を引き続き使います。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

ＮＨＫテレビ、ラジオのドイツ語講座は教室での学習を補強するには最適です。たとえ定期的にではなくとも視聴することを薦めます。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

Deutsche Welle http://www.dw-world.de

その他 / Others

            

単位数 / Credit 1

ドイツ語・表現２ 4A

担当者名 / Instructor MUELLER BEATE

11967

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

・日常生活の描写

・意見を述べる、相手の考えを聞く

・過去の出来事・経験を述べる

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

所持品、住宅、買物1-5

一日の生活、予定、旅行の準備6-10

1年を振り返る11-15

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

「表現１」で身につけた基本的な表現能力を発展させ、より複雑なコミュニケーションを可能とする力の養成を目標とします。ドイツ語を母語とする

教員が担当します。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

出席、授業参加、、小テスト、最終講義試験

「表現１」で使用した「自己表現のためのドイツ語１」を引き続き使います。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

ＮＨＫテレビ、ラジオのドイツ語講座は教室での学習を補強するには最適です。たとえ定期的にではなくとも視聴することを薦めます。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

Deutsche Welle http://www.dw-world.de

その他 / Others

            

単位数 / Credit 1

ドイツ語・表現２ 8A

担当者名 / Instructor CHRIST-KAGOSHIMA GAB

11846

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

・日常生活の描写

・意見を述べる、相手の考えを聞く

・過去の出来事・経験を述べる

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

所持品、住宅、買物1-5

一日の生活、予定、旅行の準備6-10

1年を振り返る11-15

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

フランス語初級文法と習得単語数１０００語の初級フランス語の語学力を育成する。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

定期試験８０％

日常点評価２０％

エメ・ヴー・ラ・フランス、コーセイ・オグラ他、第三書房、生協書籍部で販売

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 2

フランス語・基礎 4A

担当者名 / Instructor 宇野木 めぐみ

10261

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細は各担当者より初回の授業で説明する。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 80 ％

日常点 20 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

フランス語初級文法と習得単語数１０００語の初級フランス語の語学力を育成する。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

定期試験８０％

日常点評価２０％

エメ・ヴー・ラ・フランス、コーセイ・オグラ他、第三書房、生協書籍部で販売

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 2

フランス語・基礎 4B

担当者名 / Instructor 永都 軍三

16404

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細は各担当者より初回の授業で説明する。１

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 80 ％

日常点 20 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

フランス語初級文法と習得単語数１０００語の初級フランス語の語学力を育成する。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

定期試験８０％

日常点評価２０％

エメ・ヴー・ラ・フランス、コーセイ・オグラ他、第三書房、生協書籍部で販売

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 2

フランス語・基礎 8A

担当者名 / Instructor 久津内 一雄

10259

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細は各担当者より初回の授業で説明する。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 80 ％

日常点 20 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

フランス語初級文法と習得単語数１０００語のフランス語初級の語学力を育成する。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

定期試験８０％

日常点評価２０％

ミニ・デュ・コンセール、シルヴィ・フジワラ他、朝日出版、生協書籍部で販売。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。            

単位数 / Credit 1

フランス語・総合１ 8A

担当者名 / Instructor 久津内 一雄

12637

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細は各担当者より初回の授業で説明する。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 80 ％

日常点 20 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

フランス語初級文法の完成と習得単語数２０００語のフランス語中級の語学力を育成する。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

定期試験８０％

日常点評価２０％

フランス語総合１で使用したミニ・デュ・コンセールを使用する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画、

③初修検定試験などの参加をもって外国語科目授業の１回分とします。            

単位数 / Credit 1

フランス語・総合２ 8A

担当者名 / Instructor 久津内 一雄

12394

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細は各担当者より初回の授業で説明する。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 80 ％

日常点 20 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

フランス語中級文法と習得単語数２０００語のフランス語中級の語学力を育成する。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

定期試験８０％

日常点評価２０％

フランス語総合１で使用したミニ・デュ・コンセールを使用する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画、

③初修検定試験などの参加をもって外国語科目授業の１回分とします。            

単位数 / Credit 2

フランス語・展開 8A

担当者名 / Instructor 久津内 一雄

10186

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細は各担当者より初回の授業で説明する。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 80 ％

日常点 20 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

基本的な語彙を定着させる。

フランスに旅行したり又は長期滞在した場合に、フランスの日常生活で起こりうる様々な問題に対処できるようにする。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

平常点（授業中に行われる様々な練習の理解度、参加度などから総合的に判断する。）：100％

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。            

単位数 / Credit 1

フランス語・表現１ 4A

担当者名 / Instructor DELBARRE FRANCK

12040

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細は各担当者より初回の授業で説明する。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

基本的な語彙を定着させる。

フランスに旅行したり又は長期滞在した場合に、フランスの日常生活で起こりうる様々な問題に対処できるようにする。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

平常点（授業中に行われる様々な練習の理解度、参加度などから総合的に判断する。）：100％

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。 

単位数 / Credit 1

フランス語・表現１ 4B

担当者名 / Instructor DELBARRE FRANCK

16405

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細は各担当者より初回の授業で説明する。１

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

基本的な語彙を定着させる。

フランスに旅行したり又は長期滞在した場合に、フランスの日常生活で起こりうる様々な問題に対処できるようにする。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

平常点（授業中に行われる様々な練習の理解度、参加度などから総合的に判断する。）：100％

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。            

単位数 / Credit 1

フランス語・表現１ 8A

担当者名 / Instructor FAURE ERIC

11905

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細は各担当者より初回の授業で説明する。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

基本的な語彙を定着させる。

フランスに旅行したり又は長期滞在した場合に、フランスの日常生活で起こりうる様々な問題に対処できるようにする。

対立しあう意見を生んでいる諸々の討論の分析を通じて、フランス社会について考察する。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

平常点(授業中に行われる様々な練習の理解度、参加度などから総合的に判断する。)：100％

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画、

③初修検定試験などの参加をもって外国語科目授業の１回分とします。            

単位数 / Credit 1

フランス語・表現２ 4A

担当者名 / Instructor DELBARRE FRANCK

11968

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細は各担当者より初回の授業で説明する。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

基本的な語彙を定着させる。

フランスに旅行したり又は長期滞在した場合に、フランスの日常生活で起こりうる様々な問題に対処できるようにする。

対立しあう意見を生んでいる諸々の討論の分析を通じて、フランス社会について考察する。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

平常点(授業中に行われる様々な練習の理解度、参加度などから総合的に判断する。)：100％

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画、

③初修検定試験などの参加をもって外国語科目授業の１回分とします。            

単位数 / Credit 1

フランス語・表現２ 4B

担当者名 / Instructor LAVELLE MARIE-CLAIRE

11973

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細は各担当者より初回の授業で説明する。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

基本的な語彙を定着させる。

フランスに旅行したり又は長期滞在した場合に、フランスの日常生活で起こりうる様々な問題に対処できるようにする。

対立しあう意見を生んでいる諸々の討論の分析を通じて、フランス社会について考察する。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

平常点(授業中に行われる様々な練習の理解度、参加度などから総合的に判断する。)：100％

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画、

③初修検定試験などの参加をもって外国語科目授業の１回分とします。            

単位数 / Credit 1

フランス語・表現２ 8A

担当者名 / Instructor DELBARRE FRANCK

11845

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細は各担当者より初回の授業で説明する。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位コース)及び英語重視コース(４単位コース)クラスの、発音や基礎文法などを学習

する授業で、週２回行う。正しい中国語の発音や声調、基本語彙、基本文形、基礎文法などを習得することを目標とする。授業は発

音からスタートし、特に中国語の特徴と言われている巻き舌音や四声、存在文や補語構文などの基本項目に重点を置きながら授業展

開を行っていく。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回又は週３回連携授業の内の2回分に当たる。主として文法事項を学習する。

＊追試を伴なわない統一筆記試験を定期試験期間中に実施

＊出席、日常的な取り組み及び統一筆記試験

《コミュニカティブ中国語Ⅰ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

中国語・基礎 4A

担当者名 / Instructor 石黒 やすえ

10262

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

中国語の発音や基礎文法体系を身に付けることができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルの文法能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細については授業の初回に各担当者より説明します。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位コース)及び英語重視コース(４単位コース)クラスの、発音や基礎文法などを学習

する授業で、週２回行う。正しい中国語の発音や声調、基本語彙、基本文形、基礎文法などを習得することを目標とする。授業は発

音からスタートし、特に中国語の特徴と言われている巻き舌音や四声、存在文や補語構文などの基本項目に重点を置きながら授業展

開を行っていく。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回又は週３回連携授業の内の2回分に当たる。主として文法事項を学習する。

＊追試を伴なわない統一筆記試験を定期試験期間中に実施

＊出席、日常的な取り組み及び統一筆記試験

《コミュニカティブ中国語Ⅰ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

中国語・基礎 4B

担当者名 / Instructor 塚田 亮太

10263

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

中国語の発音や基礎文法体系を身に付けることができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルの文法能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細については授業の初回に各担当者より説明します。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位コース)及び英語重視コース(４単位コース)クラスの、発音や基礎文法などを学習

する授業で、週２回行う。正しい中国語の発音や声調、基本語彙、基本文形、基礎文法などを習得することを目標とする。授業は発

音からスタートし、特に中国語の特徴と言われている巻き舌音や四声、存在文や補語構文などの基本項目に重点を置きながら授業展

開を行っていく。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回又は週３回連携授業の内の2回分に当たる。主として文法事項を学習する。

＊追試を伴なわない統一筆記試験を定期試験期間中に実施

＊出席、日常的な取り組み及び統一筆記試験

《コミュニカティブ中国語Ⅰ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

中国語・基礎 4C

担当者名 / Instructor 菅谷 音

10264

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

中国語の発音や基礎文法体系を身に付けることができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルの文法能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細については授業の初回に各担当者より説明します。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位コース)及び英語重視コース(４単位コース)クラスの、発音や基礎文法などを学習

する授業で、週２回行う。正しい中国語の発音や声調、基本語彙、基本文形、基礎文法などを習得することを目標とする。授業は発

音からスタートし、特に中国語の特徴と言われている巻き舌音や四声、存在文や補語構文などの基本項目に重点を置きながら授業展

開を行っていく。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回又は週３回連携授業の内の2回分に当たる。主として文法事項を学習する。

＊追試を伴なわない統一筆記試験を定期試験期間中に実施

＊出席、日常的な取り組み及び統一筆記試験

《コミュニカティブ中国語Ⅰ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

中国語・基礎 4D

担当者名 / Instructor 今場 正美

10265

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

中国語の発音や基礎文法体系を身に付けることができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルの文法能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細については授業の初回に各担当者より説明します。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位コース)及び英語重視コース(４単位コース)クラスの、発音や基礎文法などを学習

する授業で、週２回行う。正しい中国語の発音や声調、基本語彙、基本文形、基礎文法などを習得することを目標とする。授業は発

音からスタートし、特に中国語の特徴と言われている巻き舌音や四声、存在文や補語構文などの基本項目に重点を置きながら授業展

開を行っていく。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回又は週３回連携授業の内の2回分に当たる。主として文法事項を学習する。

＊追試を伴なわない統一筆記試験を定期試験期間中に実施

＊出席、日常的な取り組み及び統一筆記試験

《コミュニカティブ中国語Ⅰ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

中国語・基礎 4E

担当者名 / Instructor 大嶋 伸尚

10269

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

中国語の発音や基礎文法体系を身に付けることができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルの文法能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細については授業の初回に各担当者より説明します。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位コース)及び英語重視コース(４単位コース)クラスの、発音や基礎文法などを学習

する授業で、週２回行う。正しい中国語の発音や声調、基本語彙、基本文形、基礎文法などを習得することを目標とする。授業は発

音からスタートし、特に中国語の特徴と言われている巻き舌音や四声、存在文や補語構文などの基本項目に重点を置きながら授業展

開を行っていく。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回又は週３回連携授業の内の2回分に当たる。主として文法事項を学習する。

＊追試を伴なわない統一筆記試験を定期試験期間中に実施

＊出席、日常的な取り組み及び統一筆記試験

《コミュニカティブ中国語Ⅰ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

中国語・基礎 4F

担当者名 / Instructor 松尾 洋二

10270

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

中国語の発音や基礎文法体系を身に付けることができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルの文法能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細については授業の初回に各担当者より説明します。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位コース)及び英語重視コース(４単位コース)クラスの、発音や基礎文法などを学習

する授業で、週２回行う。正しい中国語の発音や声調、基本語彙、基本文形、基礎文法などを習得することを目標とする。授業は発

音からスタートし、特に中国語の特徴と言われている巻き舌音や四声、存在文や補語構文などの基本項目に重点を置きながら授業展

開を行っていく。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回又は週３回連携授業の内の2回分に当たる。主として文法事項を学習する。

＊追試を伴なわない統一筆記試験を定期試験期間中に実施

＊出席、日常的な取り組み及び統一筆記試験

《コミュニカティブ中国語Ⅰ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

中国語・基礎 8A

担当者名 / Instructor 石黒 やすえ

10122

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

中国語の発音や基礎文法体系を身に付けることができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルの文法能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細については授業の初回に各担当者より説明します。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位コース)及び英語重視コース(４単位コース)クラスの、発音や基礎文法などを学習

する授業で、週２回行う。正しい中国語の発音や声調、基本語彙、基本文形、基礎文法などを習得することを目標とする。授業は発

音からスタートし、特に中国語の特徴と言われている巻き舌音や四声、存在文や補語構文などの基本項目に重点を置きながら授業展

開を行っていく。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回又は週３回連携授業の内の2回分に当たる。主として文法事項を学習する。

＊追試を伴なわない統一筆記試験を定期試験期間中に実施

＊出席、日常的な取り組み及び統一筆記試験

《コミュニカティブ中国語Ⅰ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

中国語・基礎 8B

担当者名 / Instructor 塚田 亮太

10119

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

中国語の発音や基礎文法体系を身に付けることができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルの文法能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細については授業の初回に各担当者より説明します。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位コース)及び英語重視コース(４単位コース)クラスの、発音や基礎文法などを学習

する授業で、週２回行う。正しい中国語の発音や声調、基本語彙、基本文形、基礎文法などを習得することを目標とする。授業は発

音からスタートし、特に中国語の特徴と言われている巻き舌音や四声、存在文や補語構文などの基本項目に重点を置きながら授業展

開を行っていく。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回又は週３回連携授業の内の2回分に当たる。主として文法事項を学習する。

＊追試を伴なわない統一筆記試験を定期試験期間中に実施

＊出席、日常的な取り組み及び統一筆記試験

《コミュニカティブ中国語Ⅰ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

中国語・基礎 8C

担当者名 / Instructor 松尾 洋二

10120

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

中国語の発音や基礎文法体系を身に付けることができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルの文法能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細については授業の初回に各担当者より説明します。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位コース)及び英語重視コース(４単位コース)クラスの、発音や基礎文法などを学習

する授業で、週２回行う。正しい中国語の発音や声調、基本語彙、基本文形、基礎文法などを習得することを目標とする。授業は発

音からスタートし、特に中国語の特徴と言われている巻き舌音や四声、存在文や補語構文などの基本項目に重点を置きながら授業展

開を行っていく。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回又は週３回連携授業の内の2回分に当たる。主として文法事項を学習する。

＊追試を伴なわない統一筆記試験を定期試験期間中に実施

＊出席、日常的な取り組み及び統一筆記試験

《コミュニカティブ中国語Ⅰ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

中国語・基礎 8D

担当者名 / Instructor 今場 正美

10121

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

中国語の発音や基礎文法体系を身に付けることができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルの文法能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細については授業の初回に各担当者より説明します。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位コース)クラスの連携授業で、「中国語・基礎」や「中国語・表現１」の授業で学習

した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常会話やコミュニケーションに必要な基本会話やリスニングに重点を置きながら、

総合的な運用能力を高めていく。週１回行う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話やリスニングの練習を行う。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日のリスニング試験

　《楽しい中国語会話－初級編－》李青他編・晃洋書房出版社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語・総合１ 8A

担当者名 / Instructor 浦元 里花

12548

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルのリスニング能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位コース)クラスの連携授業で、「中国語・基礎」や「中国語・表現１」の授業で学習

した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常会話やコミュニケーションに必要な基本会話やリスニングに重点を置きながら、

総合的な運用能力を高めていく。週１回行う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話やリスニングの練習を行う。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日のリスニング試験

　《楽しい中国語会話－初級編－》李青他編・晃洋書房出版社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語・総合１ 8B

担当者名 / Instructor 嶋田 恭子

12549

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルのリスニング能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位コース)クラスの連携授業で、「中国語・基礎」や「中国語・表現１」の授業で学習

した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常会話やコミュニケーションに必要な基本会話やリスニングに重点を置きながら、

総合的な運用能力を高めていく。週１回行う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話やリスニングの練習を行う。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日のリスニング試験

　《楽しい中国語会話－初級編－》李青他編・晃洋書房出版社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語・総合１ 8C

担当者名 / Instructor 鷲尾 祐子

12551

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルのリスニング能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位コース)クラスの連携授業で、「中国語・基礎」や「中国語・表現１」の授業で学習

した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常会話やコミュニケーションに必要な基本会話やリスニングに重点を置きながら、

総合的な運用能力を高めていく。週１回行う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話やリスニングの練習を行う。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日のリスニング試験

　《楽しい中国語会話－初級編－》李青他編・晃洋書房出版社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語・総合１ 8D

担当者名 / Instructor 尾崎 和子

12550

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルのリスニング能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、初修重視コース(８単位コース)クラスの連携授業で、「中国語・基礎」、「中国語・表現１」、「中国語・総合１」

を終了した２回生の学生を対象とする。「中国語・展開」などの授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常会話

やコミュニケーションに必要な会話やリスニングに重点を置きながら、総合的な運用能力を高めていく。週１回行う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話やリスニングの練習を行う。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日のリスニング試験

《楽しい中国語会話－中級編－》李青他編・晃洋書房出版社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語・総合２ 8A

担当者名 / Instructor 浦元 里花

12464

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級相当レベルのリスニング能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、初修重視コース(８単位コース)クラスの連携授業で、「中国語・基礎」、「中国語・表現１」、「中国語・総合１」

を終了した２回生の学生を対象とする。「中国語・展開」などの授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常会話

やコミュニケーションに必要な会話やリスニングに重点を置きながら、総合的な運用能力を高めていく。週１回行う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話やリスニングの練習を行う。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日のリスニング試験

《楽しい中国語会話－中級編－》李青他編・晃洋書房出版社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語・総合２ 8B

担当者名 / Instructor 嶋田 恭子

12465

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級相当レベルのリスニング能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、初修重視コース(８単位コース)クラスの連携授業で、「中国語・基礎」、「中国語・表現１」、「中国語・総合１」

を終了した２回生の学生を対象とする。「中国語・展開」などの授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常会話

やコミュニケーションに必要な会話やリスニングに重点を置きながら、総合的な運用能力を高めていく。週１回行う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話やリスニングの練習を行う。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日のリスニング試験

《楽しい中国語会話－中級編－》李青他編・晃洋書房出版社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語・総合２ 8C

担当者名 / Instructor 鷲尾 祐子

12466

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級相当レベルのリスニング能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、初修重視コース(８単位コース)クラスの連携授業で、「中国語・基礎」、「中国語・表現１」、「中国語・総合１」

を終了した２回生の学生を対象とする。「中国語・展開」などの授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常会話

やコミュニケーションに必要な会話やリスニングに重点を置きながら、総合的な運用能力を高めていく。週１回行う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話やリスニングの練習を行う。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日のリスニング試験

《楽しい中国語会話－中級編－》李青他編・晃洋書房出版社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語・総合２ 8D

担当者名 / Instructor 尾崎 和子

12467

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級相当レベルのリスニング能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、初修重視コース(８単位コース)の「中国語・基礎」を終了した２回生の学生を対象とし、「中国語・基礎」などの授

業で習得した知識を生かしながら、発音や声調を更に上達させ、語彙を増やし、文法事項や文型などの学習を深めていく。

 週２回行う。中国語検定試験で言えば、４級程度のレベルを目指すことを目標とする。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回連携授業の内の２回分に当たる。主として文法事項を学習する。

＊出席、日常的な取り組み及び統一筆記試験

＊追試を伴わない統一筆記試験を定期試験期間中に実施

《コミュニカティブ中国語Ⅱ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

中国語・展開 8A

担当者名 / Instructor 石黒 やすえ

10048

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

中国語の文法体系の全体図を身に付けることができる。

中国語検定試験で言えば、4級相当レベルの文法能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、初修重視コース(８単位コース)の「中国語・基礎」を終了した２回生の学生を対象とし、「中国語・基礎」などの授

業で習得した知識を生かしながら、発音や声調を更に上達させ、語彙を増やし、文法事項や文型などの学習を深めていく。

 週２回行う。中国語検定試験で言えば、４級程度のレベルを目指すことを目標とする。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回連携授業の内の２回分に当たる。主として文法事項を学習する。

＊出席、日常的な取り組み及び統一筆記試験

＊追試を伴わない統一筆記試験を定期試験期間中に実施

《コミュニカティブ中国語Ⅱ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

中国語・展開 8B

担当者名 / Instructor 塚田 亮太

10049

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

中国語の文法体系の全体図を身に付けることができる。

中国語検定試験で言えば、4級相当レベルの文法能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、初修重視コース(８単位コース)の「中国語・基礎」を終了した２回生の学生を対象とし、「中国語・基礎」などの授

業で習得した知識を生かしながら、発音や声調を更に上達させ、語彙を増やし、文法事項や文型などの学習を深めていく。

 週２回行う。中国語検定試験で言えば、４級程度のレベルを目指すことを目標とする。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回連携授業の内の２回分に当たる。主として文法事項を学習する。

＊出席、日常的な取り組み及び統一筆記試験

＊追試を伴わない統一筆記試験を定期試験期間中に実施

《コミュニカティブ中国語Ⅱ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

中国語・展開 8C

担当者名 / Instructor 松尾 洋二

10050

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

中国語の文法体系の全体図を身に付けることができる。

中国語検定試験で言えば、4級相当レベルの文法能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、初修重視コース(８単位コース)の「中国語・基礎」を終了した２回生の学生を対象とし、「中国語・基礎」などの授

業で習得した知識を生かしながら、発音や声調を更に上達させ、語彙を増やし、文法事項や文型などの学習を深めていく。

 週２回行う。中国語検定試験で言えば、４級程度のレベルを目指すことを目標とする。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回連携授業の内の２回分に当たる。主として文法事項を学習する。

＊出席、日常的な取り組み及び統一筆記試験

＊追試を伴わない統一筆記試験を定期試験期間中に実施

《コミュニカティブ中国語Ⅱ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

中国語・展開 8D

担当者名 / Instructor 今場 正美

10051

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

中国語の文法体系の全体図を身に付けることができる。

中国語検定試験で言えば、4級相当レベルの文法能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位)及び英語重視コース(４単位コース)クラスの連携授業で、週１回行う。「中国語・

基礎」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュニケーションに必要な基本会話を学習していく。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回又は週３回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話を学習する。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日の口答試験

《コミュニカティブ中国語Ⅰ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 1

中国語・表現１ 4A

担当者名 / Instructor 武 継平

12041

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルの会話能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細については授業の初回に各担当者より説明します。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位)及び英語重視コース(４単位コース)クラスの連携授業で、週１回行う。「中国語・

基礎」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュニケーションに必要な基本会話を学習していく。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回又は週３回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話を学習する。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日の口答試験

《コミュニカティブ中国語Ⅰ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 1

中国語・表現１ 4B

担当者名 / Instructor ZHAO NI NA

12042

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルの会話能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細については授業の初回に各担当者より説明します。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位)及び英語重視コース(４単位コース)クラスの連携授業で、週１回行う。「中国語・

基礎」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュニケーションに必要な基本会話を学習していく。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回又は週３回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話を学習する。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日の口答試験

《コミュニカティブ中国語Ⅰ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 1

中国語・表現１ 4C

担当者名 / Instructor 周 宝玲

12043

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルの会話能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細については授業の初回に各担当者より説明します。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位)及び英語重視コース(４単位コース)クラスの連携授業で、週１回行う。「中国語・

基礎」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュニケーションに必要な基本会話を学習していく。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回又は週３回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話を学習する。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日の口答試験

《コミュニカティブ中国語Ⅰ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 1

中国語・表現１ 4D

担当者名 / Instructor 文 楚雄

12044

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルの会話能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細については授業の初回に各担当者より説明します。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位)及び英語重視コース(４単位コース)クラスの連携授業で、週１回行う。「中国語・

基礎」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュニケーションに必要な基本会話を学習していく。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回又は週３回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話を学習する。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日の口答試験

《コミュニカティブ中国語Ⅰ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 1

中国語・表現１ 4E

担当者名 / Instructor 甘 琳樺

12045

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルの会話能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細については授業の初回に各担当者より説明します。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位)及び英語重視コース(４単位コース)クラスの連携授業で、週１回行う。「中国語・

基礎」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュニケーションに必要な基本会話を学習していく。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回又は週３回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話を学習する。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日の口答試験

《コミュニカティブ中国語Ⅰ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 1

中国語・表現１ 4F

担当者名 / Instructor 菅谷 音

12050

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルの会話能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細については授業の初回に各担当者より説明します。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位)及び英語重視コース(４単位コース)クラスの連携授業で、週１回行う。「中国語・

基礎」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュニケーションに必要な基本会話を学習していく。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回又は週３回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話を学習する。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日の口答試験

《コミュニカティブ中国語Ⅰ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 1

中国語・表現１ 8A

担当者名 / Instructor 武 継平

11906

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルの会話能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細については授業の初回に各担当者より説明します。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位)及び英語重視コース(４単位コース)クラスの連携授業で、週１回行う。「中国語・

基礎」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュニケーションに必要な基本会話を学習していく。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回又は週３回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話を学習する。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日の口答試験

《コミュニカティブ中国語Ⅰ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 1

中国語・表現１ 8B

担当者名 / Instructor ZHAO NI NA

11907

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルの会話能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細については授業の初回に各担当者より説明します。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位)及び英語重視コース(４単位コース)クラスの連携授業で、週１回行う。「中国語・

基礎」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュニケーションに必要な基本会話を学習していく。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回又は週３回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話を学習する。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日の口答試験

《コミュニカティブ中国語Ⅰ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 1

中国語・表現１ 8C

担当者名 / Instructor 周 宝玲

11908

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルの会話能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細については授業の初回に各担当者より説明します。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、一回生の初修重視コース(８単位)及び英語重視コース(４単位コース)クラスの連携授業で、週１回行う。「中国語・

基礎」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュニケーションに必要な基本会話を学習していく。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

週４回又は週３回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話を学習する。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日の口答試験

《コミュニカティブ中国語Ⅰ》立命館大学中国語部会編

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 1

中国語・表現１ 8D

担当者名 / Instructor 文 楚雄

11909

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近づくレベルの会話能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

詳細については授業の初回に各担当者より説明します。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(初修重視コース)この授業は、初修重視コース(８単位コース)クラスの連携授業で、「中国語・基礎」や「中国語・表現１」を終了

した２回生の学生を対象とする。「中国語・展開」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュニ

ケーションに必要な会話を学習していく。週１回行う。

(英語重視コース)この授業は、英語重視コース(４単位コース)クラスの授業で、「中国語・表現１」を終了した２回生の学生を

対象とする。「中国語・基礎」と「中国語・表現１」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュ

ニケーションに必要な基本会話を学習していく。週１回行う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(初修重視コース)

週４回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話を学習する。

(英語重視コース)

英語重視コース(４単位コース)２回生のクラスではこの授業だけである。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日の口頭試験

(初修重視コース)

　《コミュニカティブ中国語Ⅱ》立命館大学中国語部会編

(英語重視コース)

　《楽しい中国語会話－中級編－》李青他編・晃洋書房出版社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語・表現２ 4A

担当者名 / Instructor 武 継平

11969

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近いレベルの会話能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(初修重視コース)この授業は、初修重視コース(８単位コース)クラスの連携授業で、「中国語・基礎」や「中国語・表現１」を終了

した２回生の学生を対象とする。「中国語・展開」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュニ

ケーションに必要な会話を学習していく。週１回行う。

(英語重視コース)この授業は、英語重視コース(４単位コース)クラスの授業で、「中国語・表現１」を終了した２回生の学生を

対象とする。「中国語・基礎」と「中国語・表現１」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュ

ニケーションに必要な基本会話を学習していく。週１回行う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(初修重視コース)

週４回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話を学習する。

(英語重視コース)

英語重視コース(４単位コース)２回生のクラスではこの授業だけである。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日の口頭試験

(初修重視コース)

　《コミュニカティブ中国語Ⅱ》立命館大学中国語部会編

(英語重視コース)

　《楽しい中国語会話－中級編－》李青他編・晃洋書房出版社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語・表現２ 4B

担当者名 / Instructor ZHAO NI NA

11970

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近いレベルの会話能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(初修重視コース)この授業は、初修重視コース(８単位コース)クラスの連携授業で、「中国語・基礎」や「中国語・表現１」を終了

した２回生の学生を対象とする。「中国語・展開」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュニ

ケーションに必要な会話を学習していく。週１回行う。

(英語重視コース)この授業は、英語重視コース(４単位コース)クラスの授業で、「中国語・表現１」を終了した２回生の学生を

対象とする。「中国語・基礎」と「中国語・表現１」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュ

ニケーションに必要な基本会話を学習していく。週１回行う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(初修重視コース)

週４回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話を学習する。

(英語重視コース)

英語重視コース(４単位コース)２回生のクラスではこの授業だけである。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日の口頭試験

(初修重視コース)

　《コミュニカティブ中国語Ⅱ》立命館大学中国語部会編

(英語重視コース)

　《楽しい中国語会話－中級編－》李青他編・晃洋書房出版社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語・表現２ 4C

担当者名 / Instructor 周 宝玲

11971

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近いレベルの会話能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(初修重視コース)この授業は、初修重視コース(８単位コース)クラスの連携授業で、「中国語・基礎」や「中国語・表現１」を終了

した２回生の学生を対象とする。「中国語・展開」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュニ

ケーションに必要な会話を学習していく。週１回行う。

(英語重視コース)この授業は、英語重視コース(４単位コース)クラスの授業で、「中国語・表現１」を終了した２回生の学生を

対象とする。「中国語・基礎」と「中国語・表現１」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュ

ニケーションに必要な基本会話を学習していく。週１回行う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(初修重視コース)

週４回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話を学習する。

(英語重視コース)

英語重視コース(４単位コース)２回生のクラスではこの授業だけである。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日の口頭試験

(初修重視コース)

　《コミュニカティブ中国語Ⅱ》立命館大学中国語部会編

(英語重視コース)

　《楽しい中国語会話－中級編－》李青他編・晃洋書房出版社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語・表現２ 4D

担当者名 / Instructor 文 楚雄

11972

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近いレベルの会話能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(初修重視コース)この授業は、初修重視コース(８単位コース)クラスの連携授業で、「中国語・基礎」や「中国語・表現１」を終了

した２回生の学生を対象とする。「中国語・展開」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュニ

ケーションに必要な会話を学習していく。週１回行う。

(英語重視コース)この授業は、英語重視コース(４単位コース)クラスの授業で、「中国語・表現１」を終了した２回生の学生を

対象とする。「中国語・基礎」と「中国語・表現１」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュ

ニケーションに必要な基本会話を学習していく。週１回行う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(初修重視コース)

週４回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話を学習する。

(英語重視コース)

英語重視コース(４単位コース)２回生のクラスではこの授業だけである。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日の口頭試験

(初修重視コース)

　《コミュニカティブ中国語Ⅱ》立命館大学中国語部会編

(英語重視コース)

　《楽しい中国語会話－中級編－》李青他編・晃洋書房出版社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語・表現２ 4E

担当者名 / Instructor 甘 琳樺

11974

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近いレベルの会話能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(初修重視コース)この授業は、初修重視コース(８単位コース)クラスの連携授業で、「中国語・基礎」や「中国語・表現１」を終了

した２回生の学生を対象とする。「中国語・展開」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュニ

ケーションに必要な会話を学習していく。週１回行う。

(英語重視コース)この授業は、英語重視コース(４単位コース)クラスの授業で、「中国語・表現１」を終了した２回生の学生を

対象とする。「中国語・基礎」と「中国語・表現１」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュ

ニケーションに必要な基本会話を学習していく。週１回行う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(初修重視コース)

週４回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話を学習する。

(英語重視コース)

英語重視コース(４単位コース)２回生のクラスではこの授業だけである。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日の口頭試験

(初修重視コース)

　《コミュニカティブ中国語Ⅱ》立命館大学中国語部会編

(英語重視コース)

　《楽しい中国語会話－中級編－》李青他編・晃洋書房出版社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語・表現２ 4F

担当者名 / Instructor 菅谷 音

11981

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近いレベルの会話能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(初修重視コース)この授業は、初修重視コース(８単位コース)クラスの連携授業で、「中国語・基礎」や「中国語・表現１」を終了

した２回生の学生を対象とする。「中国語・展開」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュニ

ケーションに必要な会話を学習していく。週１回行う。

(英語重視コース)この授業は、英語重視コース(４単位コース)クラスの授業で、「中国語・表現１」を終了した２回生の学生を

対象とする。「中国語・基礎」と「中国語・表現１」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュ

ニケーションに必要な基本会話を学習していく。週１回行う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(初修重視コース)

週４回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話を学習する。

(英語重視コース)

英語重視コース(４単位コース)２回生のクラスではこの授業だけである。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日の口頭試験

(初修重視コース)

　《コミュニカティブ中国語Ⅱ》立命館大学中国語部会編

(英語重視コース)

　《楽しい中国語会話－中級編－》李青他編・晃洋書房出版社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語・表現２ 8A

担当者名 / Instructor 武 継平

11847

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近いレベルの会話能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(初修重視コース)この授業は、初修重視コース(８単位コース)クラスの連携授業で、「中国語・基礎」や「中国語・表現１」を終了

した２回生の学生を対象とする。「中国語・展開」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュニ

ケーションに必要な会話を学習していく。週１回行う。

(英語重視コース)この授業は、英語重視コース(４単位コース)クラスの授業で、「中国語・表現１」を終了した２回生の学生を

対象とする。「中国語・基礎」と「中国語・表現１」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュ

ニケーションに必要な基本会話を学習していく。週１回行う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(初修重視コース)

週４回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話を学習する。

(英語重視コース)

英語重視コース(４単位コース)２回生のクラスではこの授業だけである。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日の口頭試験

(初修重視コース)

　《コミュニカティブ中国語Ⅱ》立命館大学中国語部会編

(英語重視コース)

　《楽しい中国語会話－中級編－》李青他編・晃洋書房出版社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語・表現２ 8B

担当者名 / Instructor ZHAO NI NA

11848

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近いレベルの会話能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(初修重視コース)この授業は、初修重視コース(８単位コース)クラスの連携授業で、「中国語・基礎」や「中国語・表現１」を終了

した２回生の学生を対象とする。「中国語・展開」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュニ

ケーションに必要な会話を学習していく。週１回行う。

(英語重視コース)この授業は、英語重視コース(４単位コース)クラスの授業で、「中国語・表現１」を終了した２回生の学生を

対象とする。「中国語・基礎」と「中国語・表現１」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュ

ニケーションに必要な基本会話を学習していく。週１回行う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(初修重視コース)

週４回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話を学習する。

(英語重視コース)

英語重視コース(４単位コース)２回生のクラスではこの授業だけである。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日の口頭試験

(初修重視コース)

　《コミュニカティブ中国語Ⅱ》立命館大学中国語部会編

(英語重視コース)

　《楽しい中国語会話－中級編－》李青他編・晃洋書房出版社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語・表現２ 8C

担当者名 / Instructor 周 宝玲

11849

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近いレベルの会話能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

(初修重視コース)この授業は、初修重視コース(８単位コース)クラスの連携授業で、「中国語・基礎」や「中国語・表現１」を終了

した２回生の学生を対象とする。「中国語・展開」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュニ

ケーションに必要な会話を学習していく。週１回行う。

(英語重視コース)この授業は、英語重視コース(４単位コース)クラスの授業で、「中国語・表現１」を終了した２回生の学生を

対象とする。「中国語・基礎」と「中国語・表現１」の授業で学習した語彙・文型・文法などの知識を生かして、日常生活やコミュ

ニケーションに必要な基本会話を学習していく。週１回行う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(初修重視コース)

週４回連携授業の内の１回分に当たる。主として日常会話を学習する。

(英語重視コース)

英語重視コース(４単位コース)２回生のクラスではこの授業だけである。

＊出席、日常的な取り組み及び最終講義日の口頭試験

(初修重視コース)

　《コミュニカティブ中国語Ⅱ》立命館大学中国語部会編

(英語重視コース)

　《楽しい中国語会話－中級編－》李青他編・晃洋書房出版社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語・表現２ 8D

担当者名 / Instructor 文 楚雄

11850

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

テキストに設定した場面のコミュニケーションに必要な会話を習得することができる。

中国語検定試験で言えば、4級に近いレベルの会話能力を身に付けることができる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語の基本的な文法を習得することを目標とする。また、発音、アクセント、綴り、基本的な語彙と簡単な表現を覚える。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

辞書は上記のいずれかを購入すること。(a)か(b)が語彙数も多く、望ましい。英語重視コースなら(d)でも可。授業でも担当者が紹介する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

単位数 / Credit 2

スペイン語・基礎 4A

担当者名 / Instructor 井上 幸孝

10266

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語基礎文法（現在形まで）の習得

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

予習、復習を確実に行うこと。

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スペイン語玉手箱 山崎信三／同学社／4-8102-0360-3／

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

改訂スペイン語の入門 瓜谷良平／白水社／4-60006776／

(a) 西和中辞典 桑名一博、他／小学館／4-09-515501-9／

(b) クラウン西和辞典 原誠、他／三省堂／4-385-12201-6／

(c) 現代スペイン語辞典（改訂版） 宮城昇、他／白水社／4-560-00046-8／

(d) プログレッシブスペイン語辞典 鼓直、他／小学館／4-09-515522-1／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業、教科書、参考書、評価方法等についての説明。以

下のように教科書に沿って進める。教科書の前半を終わ

る予定であるが、状況に応じて多少進度は変更すること

もある。

文字・発音・音節の分け方・読み方の指針

名詞の性・名詞の数

冠詞・形容詞

主格人称代名詞・動詞serとestarの直説法現在

hayの用法・規則動詞の直説法現在

所有形容詞・所有代名詞・指示形容詞・指示代名詞

語根母音変化動詞・その他の不規則動詞

疑問文・不定語と否定語・主な前置詞の用法

目的格人称代名詞・前置詞格人称代名詞

時刻の表現・日付の表現・副詞

再帰代名詞・現在分詞・感嘆文

直説法点過去・過去分詞

まとめ

試験

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語の基本的な文法を習得することを目標とする。また、発音、アクセント、綴り、基本的な語彙と簡単な表現を覚える。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

辞書は上記のいずれかを購入すること。(a)か(b)が語彙数も多く、望ましい。英語重視コースなら(d)でも可。授業でも担当者が紹介する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

単位数 / Credit 2

スペイン語・基礎 4B

担当者名 / Instructor 田中 由美

10129

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語基礎文法（現在形まで）の習得

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

予習、復習を確実に行うこと。

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スペイン語玉手箱 山崎信三／同学社／4-8102-0360-3／

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

改訂スペイン語の入門 瓜谷良平／白水社／4-60006776／

(a) 西和中辞典 桑名一博、他／小学館／4-09-515501-9／

(b) クラウン西和辞典 原誠、他／三省堂／4-385-12201-6／

(c) 現代スペイン語辞典（改訂版） 宮城昇、他／白水社／4-560-00046-8／

(d) プログレッシブスペイン語辞典 鼓直、他／小学館／4-09-515522-1／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業、教科書、参考書、評価方法等についての説明。以

下のように教科書に沿って進める。教科書の前半を終わ

る予定であるが、状況に応じて多少進度は変更すること

もある。

文字・発音・音節の分け方・読み方の指針

名詞の性・名詞の数

冠詞・形容詞

主格人称代名詞・動詞serとestarの直説法現在

hayの用法・規則動詞の直説法現在

所有形容詞・所有代名詞・指示形容詞・指示代名詞

語根母音変化動詞・その他の不規則動詞

疑問文・不定語と否定語・主な前置詞の用法

目的格人称代名詞・前置詞格人称代名詞

時刻の表現・日付の表現・副詞

再帰代名詞・現在分詞・感嘆文

直説法点過去・過去分詞

まとめ

試験

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語の基本的な文法を習得することを目標とする。また、発音、アクセント、綴り、基本的な語彙と簡単な表現を覚える。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

辞書は上記のいずれかを購入すること。(a)か(b)が語彙数も多く、望ましい。英語重視コースなら(d)でも可。授業でも担当者が紹介する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

単位数 / Credit 2

スペイン語・基礎 4C

担当者名 / Instructor JORDI JUSTE GARRIGOS、村上 由利子

11755

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語基礎文法（現在形まで）の習得

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

予習、復習を確実に行うこと。

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スペイン語玉手箱 山崎信三／同学社／4-8102-0360-3／

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

改訂スペイン語の入門 瓜谷良平／白水社／4-60006776／

(a) 西和中辞典 桑名一博、他／小学館／4-09-515501-9／

(b) クラウン西和辞典 原誠、他／三省堂／4-385-12201-6／

(c) 現代スペイン語辞典（改訂版） 宮城昇、他／白水社／4-560-00046-8／

(d) プログレッシブスペイン語辞典 鼓直、他／小学館／4-09-515522-1／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業、教科書、参考書、評価方法等についての説明。以

下のように教科書に沿って進める。教科書の前半を終わ

る予定であるが、状況に応じて多少進度は変更すること

もある。

文字・発音・音節の分け方・読み方の指針

名詞の性・名詞の数

冠詞・形容詞

主格人称代名詞・動詞serとestarの直説法現在

hayの用法・規則動詞の直説法現在

所有形容詞・所有代名詞・指示形容詞・指示代名詞

語根母音変化動詞・その他の不規則動詞

疑問文・不定語と否定語・主な前置詞の用法

目的格人称代名詞・前置詞格人称代名詞

時刻の表現・日付の表現・副詞

再帰代名詞・現在分詞・感嘆文

直説法点過去・過去分詞

まとめ

試験

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語の基本的な文法を習得することを目標とする。また、発音、アクセント、綴り、基本的な語彙と簡単な表現を覚える。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

辞書は上記のいずれかを購入すること。(a)か(b)が語彙数も多く、望ましい。英語重視コースなら(d)でも可。授業でも担当者が紹介する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

単位数 / Credit 2

スペイン語・基礎 4D

担当者名 / Instructor 仲井 邦佳

11757

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語基礎文法（現在形まで）の習得

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

予習、復習を確実に行うこと。

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スペイン語玉手箱 山崎信三／同学社／4-8102-0360-3／

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

改訂スペイン語の入門 瓜谷良平／白水社／4-60006776／

(a) 西和中辞典 桑名一博、他／小学館／4-09-515501-9／

(b) クラウン西和辞典 原誠、他／三省堂／4-385-12201-6／

(c) 現代スペイン語辞典（改訂版） 宮城昇、他／白水社／4-560-00046-8／

(d) プログレッシブスペイン語辞典 鼓直、他／小学館／4-09-515522-1／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業、教科書、参考書、評価方法等についての説明。以

下のように教科書に沿って進める。教科書の前半を終わ

る予定であるが、状況に応じて多少進度は変更すること

もある。

文字・発音・音節の分け方・読み方の指針

名詞の性・名詞の数

冠詞・形容詞

主格人称代名詞・動詞serとestarの直説法現在

hayの用法・規則動詞の直説法現在

所有形容詞・所有代名詞・指示形容詞・指示代名詞

語根母音変化動詞・その他の不規則動詞

疑問文・不定語と否定語・主な前置詞の用法

目的格人称代名詞・前置詞格人称代名詞

時刻の表現・日付の表現・副詞

再帰代名詞・現在分詞・感嘆文

直説法点過去・過去分詞

まとめ

試験

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語の基本的な文法を習得することを目標とする。また、発音、アクセント、綴り、基本的な語彙と簡単な表現を覚える。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

辞書は上記のいずれかを購入すること。(a)か(b)が語彙数も多く、望ましい。英語重視コースなら(d)でも可。授業でも担当者が紹介する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

単位数 / Credit 2

スペイン語・基礎 4E

担当者名 / Instructor 塩見 千加子、平井 うらら

11671

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語基礎文法（現在形まで）の習得

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

予習、復習を確実に行うこと。

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スペイン語玉手箱 山崎信三／同学社／4-8102-0360-3／

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

改訂スペイン語の入門 瓜谷良平／白水社／4-60006776／

(a) 西和中辞典 桑名一博、他／小学館／4-09-515501-9／

(b) クラウン西和辞典 原誠、他／三省堂／4-385-12201-6／

(c) 現代スペイン語辞典（改訂版） 宮城昇、他／白水社／4-560-00046-8／

(d) プログレッシブスペイン語辞典 鼓直、他／小学館／4-09-515522-1／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業、教科書、参考書、評価方法等についての説明。以

下のように教科書に沿って進める。教科書の前半を終わ

る予定であるが、状況に応じて多少進度は変更すること

もある。

文字・発音・音節の分け方・読み方の指針

名詞の性・名詞の数

冠詞・形容詞

主格人称代名詞・動詞serとestarの直説法現在

hayの用法・規則動詞の直説法現在

所有形容詞・所有代名詞・指示形容詞・指示代名詞

語根母音変化動詞・その他の不規則動詞

疑問文・不定語と否定語・主な前置詞の用法

目的格人称代名詞・前置詞格人称代名詞

時刻の表現・日付の表現・副詞

再帰代名詞・現在分詞・感嘆文

直説法点過去・過去分詞

まとめ

試験

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語の基本的な文法を習得することを目標とする。また、発音、アクセント、綴り、基本的な語彙と簡単な表現を覚える。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

辞書は上記のいずれかを購入すること。(a)か(b)が語彙数も多く、望ましい。英語重視コースなら(d)でも可。授業でも担当者が紹介する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

単位数 / Credit 2

スペイン語・基礎 4F

担当者名 / Instructor 田中 由美、薮中 暁

16403

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語基礎文法（現在形まで）の習得

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

予習、復習を確実に行うこと。

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スペイン語玉手箱 山崎信三／同学社／4-8102-0360-3／

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

改訂スペイン語の入門 瓜谷良平／白水社／4-60006776／

(a) 西和中辞典 桑名一博、他／小学館／4-09-515501-9／

(b) クラウン西和辞典 原誠、他／三省堂／4-385-12201-6／

(c) 現代スペイン語辞典（改訂版） 宮城昇、他／白水社／4-560-00046-8／

(d) プログレッシブスペイン語辞典 鼓直、他／小学館／4-09-515522-1／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業、教科書、参考書、評価方法等についての説明。以

下のように教科書に沿って進める。教科書の前半を終わ

る予定であるが、状況に応じて多少進度は変更すること

もある。

文字・発音・音節の分け方・読み方の指針

名詞の性・名詞の数

冠詞・形容詞

主格人称代名詞・動詞serとestarの直説法現在

hayの用法・規則動詞の直説法現在

所有形容詞・所有代名詞・指示形容詞・指示代名詞

語根母音変化動詞・その他の不規則動詞

疑問文・不定語と否定語・主な前置詞の用法

目的格人称代名詞・前置詞格人称代名詞

時刻の表現・日付の表現・副詞

再帰代名詞・現在分詞・感嘆文

直説法点過去・過去分詞

まとめ

試験

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

その他 / Others



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語の基本的な文法を習得することを目標とする。また、発音、アクセント、綴り、基本的な語彙と簡単な表現を覚える。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

　　　

辞書は上記のいずれかを購入すること。(a)か(b)が語彙数も多く、望ましい。英語重視コースなら(d)でも可。授業でも担当者が紹介する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

単位数 / Credit 2

スペイン語・基礎 8A

担当者名 / Instructor 仲井 邦佳

11941

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語基礎文法（現在形まで）の習得

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

さあ、始めよう！スペイン語 西川喬／同学社／4-8102-0365-4／

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『改訂スペイン語の入門』 瓜谷良平／白水社／4-60006776／

(a)『西和中辞典』 桑名一博、他／小学館／4-09-515501-9／

(b) クラウン西和辞典 原誠、他／三省堂／4-385-12201-6／

(c) 現代スペイン語辞典（改訂版） 宮城昇、他／白水社／4-560-00046-8／

(d) プログレッシブスペイン語辞典 鼓直、他／小学館／4-09-515522-1／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業、教科書、参考書、評価方法等についての説明。以

下のように教科書に沿って進める。教科書の前半を終わ

る予定であるが、状況に応じて多少進度は変更すること

もある。

Alfabeto y pronunciación

En el avión

En la calle

En la universidad

Casas blancas de Mijas

Cielo nocturno en Sigüenza

Isla de Pascua

Canal de Panamá

Palacio de la Alhambra

Selva tropical amazónica

Cataratas del Iguazú

まとめ

試験

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

その他 / Others



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語の基本的な文法を習得することを目標とする。また、発音、アクセント、綴り、基本的な語彙と簡単な表現を覚える。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

　　　

辞書は上記のいずれかを購入すること。(a)か(b)が語彙数も多く、望ましい。英語重視コースなら(d)でも可。授業でも担当者が紹介する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

単位数 / Credit 2

スペイン語・基礎 8B

担当者名 / Instructor 井上 幸孝

10124

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語基礎文法（現在形まで）の習得

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

さあ、始めよう！スペイン語 西川喬／同学社／4-8102-0365-4／

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『改訂スペイン語の入門』 瓜谷良平／白水社／4-60006776／

(a)『西和中辞典』 桑名一博、他／小学館／4-09-515501-9／

(b) クラウン西和辞典 原誠、他／三省堂／4-385-12201-6／

(c) 現代スペイン語辞典（改訂版） 宮城昇、他／白水社／4-560-00046-8／

(d) プログレッシブスペイン語辞典 鼓直、他／小学館／4-09-515522-1／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業、教科書、参考書、評価方法等についての説明。以

下のように教科書に沿って進める。教科書の前半を終わ

る予定であるが、状況に応じて多少進度は変更すること

もある。

Alfabeto y pronunciación

En el avión

En la calle

En la universidad

Casas blancas de Mijas

Cielo nocturno en Sigüenza

Isla de Pascua

Canal de Panamá

Palacio de la Alhambra

Selva tropical amazónica

Cataratas del Iguazú

まとめ

試験

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

その他 / Others



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語の基本的なコミュニケーション能力を身に付ける。同時にスペイン語圏について理解を深めることも目標とする。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

担当者から指示する。

担当者から指示する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

スペイン語・総合１ 8A

担当者名 / Instructor ESCANDON ARTURO

11648

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語の基礎的日常会話

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

担当者から指示する。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語の基本的なコミュニケーション能力を身に付ける。同時にスペイン語圏について理解を深めることも目標とする。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

担当者から指示する。

担当者から指示する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

スペイン語・総合１ 8B

担当者名 / Instructor 寺本 あけみ

12546

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語の基礎的日常会話

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

担当者から指示する。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語・総合1の継続である。より高度なコミュニケーション能力習得を目指す。スペイン語圏について理解を更に深めることも目標とする。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

担当者から指示する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

担当者から指示する。

その他 / Others

単位数 / Credit 1

スペイン語・総合２ 8A

担当者名 / Instructor JORDI JUSTE GARRIGOS

11851

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語の日常会話

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

担当者から指示する。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語・総合1の継続である。より高度なコミュニケーション能力習得を目指す。スペイン語圏について理解を更に深めることも目標とする。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

担当者から指示する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

担当者から指示する。

その他 / Others

単位数 / Credit 1

スペイン語・総合２ 8B

担当者名 / Instructor JORDI JUSTE GARRIGOS

12320

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語の日常会話

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

担当者から指示する。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語・総合1の継続である。より高度なコミュニケーション能力習得を目指す。スペイン語圏について理解を更に深めることも目標とする。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

担当者から指示する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

担当者から指示する。

その他 / Others

単位数 / Credit 1

スペイン語・総合２ 8C

担当者名 / Instructor ESCANDON ARTURO

12388

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語の日常会話

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

担当者から指示する。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

「スペイン語基礎」に引き続き、基礎文法を習得し、語彙、表現力を高める。スペイン語検定5級相当の言語運用能力を身につけることを目標とす

る。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

以下の２点を総合的に評価する。

１）平常点（小テスト等、詳しくは担当者から説明する）：50%

２）学部統一筆記試験（定期試験期間中に行なう予定、追試はなし）：50%

2005年度後期に使用した教科書を継続使用する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

単位数 / Credit 2

スペイン語・展開 8A

担当者名 / Instructor 仲井 邦佳

11442

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語基礎文法（過去形から）の習得

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

活き活きスペイン語 福嶌教隆／朝日出版／4-255-55013-1／

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

改訂スペイン語の入門 瓜谷良平／白水社／4-560-00677-6／

スペイン語技能検定4・5・6級対策問題集 立岩礼子、他／南雲堂フェニックス／4-88896-251-0／

クラウン和西辞典 カルロス・ルビオ、他／三省堂／4-385-12195-8／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

以下のように教科書に沿って進める。教科書の後半を終

わる予定であるが、状況に応じて多少進度は変更するこ

ともある。

Hace mucho calor.《天候・体験について語る》

¿De qué estáis hablando?《日付について語る》

Te he buscado por todas partes.《食事に誘う》

Fue escrito por Soseki.《パーティー》

Me voy a casa.《映画・小説について語る》

Tomamos algo. ―3―

Iremos en avión.《旅行の計画》

Ver es creer.《旅先での会話》

Ojalá pasemos los exámenes.《勉強について語る》

Me alegro de que hayamos aprobado.《テスト後の会話》

¿Hay alguien que hable español?《空港での別れ》

Tomamos algo. ―4―

まとめ

試験

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

スペイン語検定：http://www.casa-esp.com/link-examen.html

その他 / Others

和西辞典（改訂版） 宮城昇、他／白水社／4-560-00047-6／



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

「スペイン語基礎」に引き続き、基礎文法を習得し、語彙、表現力を高める。スペイン語検定5級相当の言語運用能力を身につけることを目標とす

る。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

以下の２点を総合的に評価する。

１）平常点（小テスト等、詳しくは担当者から説明する）：50%

２）学部統一筆記試験（定期試験期間中に行なう予定、追試はなし）：50%

2005年度後期に使用した教科書を継続使用する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

単位数 / Credit 2

スペイン語・展開 8B

担当者名 / Instructor 井上 幸孝

10058

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語基礎文法（過去形から）の習得

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

活き活きスペイン語 福嶌教隆／朝日出版／4-255-55013-1／

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

改訂スペイン語の入門 瓜谷良平／白水社／4-560-00677-6／

スペイン語技能検定4・5・6級対策問題集 立岩礼子、他／南雲堂フェニックス／4-88896-251-0／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

以下のように教科書に沿って進める。教科書の後半を終

わる予定であるが、状況に応じて多少進度は変更するこ

ともある。

Hace mucho calor.《天候・体験について語る》

¿De qué estáis hablando?《日付について語る》

Te he buscado por todas partes.《食事に誘う》

Fue escrito por Soseki.《パーティー》

Me voy a casa.《映画・小説について語る》

Tomamos algo. ―3―

Iremos en avión.《旅行の計画》

Ver es creer.《旅先での会話》

Ojalá pasemos los exámenes.《勉強について語る》

Me alegro de que hayamos aprobado.《テスト後の会話》

¿Hay alguien que hable español?《空港での別れ》

Tomamos algo. ―4―

まとめ

試験

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 学部統一筆記試験50 ％

日常点 小テスト等（詳しくは担当者から説明する。）50 ％



2006年度シラバス立命館大学

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

スペイン語検定：http://www.casa-esp.com/link-examen.html

その他 / Others

クラウン和西辞典 カルロス・ルビオ、他／三省堂／4-385-12195-8／

和西辞典（改訂版） 宮城昇、他／白水社／4-560-00047-6／



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

「スペイン語基礎」に引き続き、基礎文法を習得し、語彙、表現力を高める。スペイン語検定5級相当の言語運用能力を身につけることを目標とす

る。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

以下の２点を総合的に評価する。

１）平常点（小テスト等、詳しくは担当者から説明する）：50%

２）学部統一筆記試験（定期試験期間中に行なう予定、追試はなし）：50%

2005年度後期に使用した教科書を継続使用する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

単位数 / Credit 2

スペイン語・展開 8C

担当者名 / Instructor 井上 幸孝、村上 由利子

11299

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語基礎文法（過去形から）の習得

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

活き活きスペイン語 福嶌教隆／朝日出版／4-255-55013-1／

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

改訂スペイン語の入門 瓜谷良平／白水社／4-560-00677-6／

スペイン語技能検定4・5・6級対策問題集 立岩礼子、他／南雲堂フェニックス／4-88896-251-0／

クラウン和西辞典 カルロス・ルビオ、他／三省堂／4-385-12195-8／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

以下のように教科書に沿って進める。教科書の後半を終

わる予定であるが、状況に応じて多少進度は変更するこ

ともある。

Hace mucho calor.《天候・体験について語る》

¿De qué estáis hablando?《日付について語る》

Te he buscado por todas partes.《食事に誘う》

Fue escrito por Soseki.《パーティー》

Me voy a casa.《映画・小説について語る》

Tomamos algo. ―3―

Iremos en avión.《旅行の計画》

Ver es creer.《旅先での会話》

Ojalá pasemos los exámenes.《勉強について語る》

Me alegro de que hayamos aprobado.《テスト後の会話》

¿Hay alguien que hable español?《空港での別れ》

Tomamos algo. ―4―

まとめ

試験

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

スペイン語検定：http://www.casa-esp.com/link-examen.html

その他 / Others

和西辞典（改訂版） 宮城昇、他／白水社／4-560-00047-6／



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語の基本的な語彙、表現を習得する。日常生活や旅行での様々な状況に対応できる会話能力を身に付けることを目標とする。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

担当者から指示する。

担当者から指示する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

スペイン語・表現１ 4A

担当者名 / Instructor ESCANDON ARTURO

11734

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語の基礎的日常会話

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

担当者から指示する。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語の基本的な語彙、表現を習得する。日常生活や旅行での様々な状況に対応できる会話能力を身に付けることを目標とする。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

担当者から指示する。

担当者から指示する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

スペイン語・表現１ 4B

担当者名 / Instructor ESCANDON ARTURO

12039

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語の基礎的日常会話

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

担当者から指示する。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語の基本的な語彙、表現を習得する。日常生活や旅行での様々な状況に対応できる会話能力を身に付けることを目標とする。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

担当者から指示する。

担当者から指示する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

スペイン語・表現１ 4C

担当者名 / Instructor JORDI JUSTE GARRIGOS

10228

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語の基礎的日常会話

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

担当者から指示する。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語の基本的な語彙、表現を習得する。日常生活や旅行での様々な状況に対応できる会話能力を身に付けることを目標とする。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

担当者から指示する。

担当者から指示する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

スペイン語・表現１ 4D

担当者名 / Instructor VITALE ANALIA

10232

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語の基礎的日常会話

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

担当者から指示する。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語の基本的な語彙、表現を習得する。日常生活や旅行での様々な状況に対応できる会話能力を身に付けることを目標とする。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

担当者から指示する。

担当者から指示する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

スペイン語・表現１ 4E

担当者名 / Instructor JORDI JUSTE GARRIGOS

11915

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語の基礎的日常会話

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

担当者から指示する。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語の基本的な語彙、表現を習得する。日常生活や旅行での様々な状況に対応できる会話能力を身に付けることを目標とする。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

担当者から指示する。

担当者から指示する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

スペイン語・表現１ 4F

担当者名 / Instructor ESCANDON ARTURO

16402

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語の基礎的日常会話

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

担当者から指示する。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語の基本的な語彙、表現を習得する。日常生活や旅行での様々な状況に対応できる会話能力を身に付けることを目標とする。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

担当者から指示する。

担当者から指示する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

スペイン語・表現１ 8A

担当者名 / Instructor ESCANDON ARTURO

10225

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語の基礎的日常会話

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

担当者から指示する。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語の基本的な語彙、表現を習得する。日常生活や旅行での様々な状況に対応できる会話能力を身に付けることを目標とする。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

担当者から指示する。

担当者から指示する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

スペイン語・表現１ 8B

担当者名 / Instructor VITALE ANALIA

11647

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語の基礎的日常会話

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

担当者から指示する。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語・表現1の継続である。語彙力をいっそう強化し、より複雑な表現ができるように努める。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

担当者から指示する。

担当者から指示する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

スペイン語・表現２ 4A

担当者名 / Instructor ESCANDON ARTURO

11249

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語の日常会話

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

担当者から指示する。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語・表現1の継続である。語彙力をいっそう強化し、より複雑な表現ができるように努める。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

担当者から指示する。

担当者から指示する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

スペイン語・表現２ 4B

担当者名 / Instructor ESCANDON ARTURO

11376

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語の日常会話

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

担当者から指示する。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語・表現1の継続である。語彙力をいっそう強化し、より複雑な表現ができるように努める。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

担当者から指示する。

担当者から指示する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

スペイン語・表現２ 4C

担当者名 / Instructor VITALE ANALIA

11374

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語の日常会話

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

担当者から指示する。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語・表現1の継続である。語彙力をいっそう強化し、より複雑な表現ができるように努める。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

担当者から指示する。

担当者から指示する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

スペイン語・表現２ 4D

担当者名 / Instructor VITALE ANALIA

11251

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語の日常会話

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

担当者から指示する。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語・表現1の継続である。語彙力をいっそう強化し、より複雑な表現ができるように努める。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

担当者から指示する。

担当者から指示する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

スペイン語・表現２ 8A

担当者名 / Instructor JORDI JUSTE GARRIGOS

10145

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語の日常会話

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

担当者から指示する。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語・表現1の継続である。語彙力をいっそう強化し、より複雑な表現ができるように努める。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

担当者から指示する。

担当者から指示する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

スペイン語・表現２ 8B

担当者名 / Instructor JORDI JUSTE GARRIGOS

11955

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語の日常会話

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

担当者から指示する。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語・表現1の継続である。語彙力をいっそう強化し、より複雑な表現ができるように努める。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

詳しくは担当者から説明する。

担当者から指示する。

担当者から指示する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

予習、復習を確実に行うこと。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

スペイン語・表現２ 8C

担当者名 / Instructor ESCANDON ARTURO

10148

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

スペイン語の日常会話

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

担当者から指示する。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

ハングルを習い始めた初歩の段階。母音・子音の習得と発音の練習に始まり、朝鮮語を理解するために必要な基礎的文法事項を学習して、ハ

ングルのごく短い文を読み、書き、聞き取ることが出きるようにする。表現、総合の授業などとも連携しながらハングル検定5級の合格を目指す。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

『やさしいハングル』新幹社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 2

朝鮮語・基礎 4A

担当者名 / Instructor 嚴 敞俊

10268

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『初級ハングル』 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

文字と発音Ⅰ1

文字と発音Ⅱ2

文字と発音Ⅲ3

発音の変化4

指定詞、指示詞5

丁寧形(ハムニダ体)6

丁寧形(ヘヨ体）7

変則活用、連用形8

過去形9

接続語尾、疑問詞10

漢数詞、固有数詞11

否定形、不可能12

好みや願望の表現13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 60 ％

日常点 出席、小テスト、授業態度などで総合的に判断する40 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

ハングルを習い始めた初歩の段階。母音・子音の習得と発音の練習に始まり、朝鮮語を理解するために必要な基礎的文法事項を学習して、ハ

ングルのごく短い文を読み、書き、聞き取ることが出きるようにする。表現、総合の授業などとも連携しながらハングル検定5級の合格を目指す。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

『やさしいハングル』新幹社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 2

朝鮮語・基礎 4B

担当者名 / Instructor 松井 聖一郎

10267

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『初級ハングル』 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

文字と発音Ⅰ1

文字と発音Ⅱ2

文字と発音Ⅲ3

発音の変化4

指定詞、指示詞5

丁寧形(ハムニダ体)6

丁寧形(ヘヨ体）7

変則活用、連用形8

過去形9

接続語尾、疑問詞10

漢数詞、固有数詞11

否定形、不可能12

好みや願望の表現13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 60 ％

日常点 出席、小テスト、授業態度などで総合的に判断する40 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

ハングルを習い始めた初歩の段階。母音・子音の習得と発音の練習に始まり、朝鮮語を理解するために必要な基礎的文法事項を学習して、ハ

ングルのごく短い文を読み、書き、聞き取ることが出きるようにする。表現、総合の授業などとも連携しながらハングル検定5級の合格を目指す。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

『やさしいハングル』新幹社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 2

朝鮮語・基礎 4C

担当者名 / Instructor 梁 貞模

10271

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『初級ハングル』 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

文字と発音Ⅰ1

文字と発音Ⅱ2

文字と発音Ⅲ3

発音の変化4

指定詞、指示詞5

丁寧形(ハムニダ体)6

丁寧形(ヘヨ体）7

変則活用、連用形8

過去形9

接続語尾、疑問詞10

漢数詞、固有数詞11

否定形、不可能12

好みや願望の表現13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 出席、小テスト、授業態度などで総合的に判断する100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

ハングルを習い始めた初歩の段階。母音・子音の習得と発音の練習に始まり、朝鮮語を理解するために必要な基礎的文法事項を学習して、ハ

ングルのごく短い文を読み、書き、聞き取ることが出きるようにする。表現、総合の授業などとも連携しながらハングル検定5級の合格を目指す。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

『やさしいハングル』新幹社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 2

朝鮮語・基礎 8A

担当者名 / Instructor 嚴 敞俊

10127

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『初級ハングル』 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

文字と発音Ⅰ1

文字と発音Ⅱ2

文字と発音Ⅲ3

発音の変化4

指定詞、指示詞5

丁寧形(ハムニダ体)6

丁寧形(ヘヨ体）7

変則活用、連用形8

過去形9

接続語尾、疑問詞10

漢数詞、固有数詞11

否定形、不可能12

好みや願望の表現13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 60 ％

日常点 出席、小テスト、授業態度などで総合的に判断する40 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

ハングルを習い始めた初歩の段階。母音・子音の習得と発音の練習に始まり、朝鮮語を理解するために必要な基礎的文法事項を学習して、ハ

ングルのごく短い文を読み、書き、聞き取ることが出きるようにする。表現、総合の授業などとも連携しながらハングル検定5級の合格を目指す。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

『やさしいハングル』新幹社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 2

朝鮮語・基礎 8B

担当者名 / Instructor 松井 聖一郎

10123

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『初級ハングル』 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

文字と発音Ⅰ1

文字と発音Ⅱ2

文字と発音Ⅲ3

発音の変化4

指定詞、指示詞5

丁寧形(ハムニダ体)6

丁寧形(ヘヨ体）7

変則活用、連用形8

過去形9

接続語尾、疑問詞10

漢数詞、固有数詞11

否定形、不可能12

好みや願望の表現13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 60 ％

日常点 出席、小テスト、授業態度などで総合的に判断する40 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

ハングルを習い始めた初歩の段階。母音・子音の習得と発音の練習に始まり、朝鮮語を理解するために必要な基礎的文法事項を学習して、ハ

ングルのごく短い文を読み、書き、聞き取ることが出きるようにする。表現、総合の授業などとも連携しながらハングル検定5級の合格を目指す。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

  出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

『やさしいハングル』新幹社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア、②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 2

朝鮮語・基礎 8C

担当者名 / Instructor 梁 貞模

10128

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『初級ハングル』 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

文字と発音Ⅰ1

文字と発音Ⅱ2

文字と発音Ⅲ3

発音の変化4

指定詞、指示詞5

丁寧形(ハムニダ体)6

丁寧形(ヘヨ体）7

変則活用、連用形8

過去形9

接続語尾、疑問詞10

漢数詞、固有数詞11

否定形、不可能12

好みや願望の表現13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 出席、小テスト、授業態度などで総合的に判断する100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

復習や反復練習、文法説明の補足などによって、基礎と表現1の授業をサポートする。さらに言語の背景となる、社会、歴史の解説、ビデオ鑑賞

などを通じて、韓国社会の総合的な理解を深める。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

プリントを授業で配布する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

朝鮮語・総合１ 8A

担当者名 / Instructor 金 智英

12545

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

復習や反復練習、文法説明の補足などによって、基礎と表現1の授業をサポートする。さらに言語の背景となる、社会、歴史の解説、ビデオ鑑賞

などを通じて、韓国社会の総合的な理解を深める。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

プリントを授業で配布する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

朝鮮語・総合１ 8B

担当者名 / Instructor 嚴 敞俊

11903

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

復習や反復練習、文法説明の補足などによって、基礎と表現1の授業をサポートする。さらに言語の背景となる、社会、歴史の解説、ビデオ鑑賞

などを通じて、韓国社会の総合的な理解を深める。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

プリントを授業で配布する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

朝鮮語・総合１ 8C

担当者名 / Instructor 金 智英

12638

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

復習や反復練習、文法説明の補足などによって、基礎と表現1の授業をサポートする。さらに言語の背景となる、社会、歴史の解説、ビデオ鑑賞

などを通じて、韓国社会の総合的な理解を深める。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

テキスト以外に適宜プリント教材などを使います

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

朝鮮語・総合２ 8A

担当者名 / Instructor 松井 聖一郎

11377

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

やさしいハングル 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

自分のすべてを韓国語で口にできる本 小倉星香／アルク／4-7574-0171-X／

ポケットプログレッシブ韓日・日韓辞典 油谷幸利／小学館／4-09-506141-3／

使える韓国語単語6500 田星姫／ベレ出版／4-86064-027-6／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

ヘヨ体の復習と過去形1

数・買い物・時間・日付など2

否定形3

過去形と接続語尾２4

さまざまな接続語尾を使って文を作る練習5

尊敬表現6

現在・過去連体形7

未来連体形8

漢字起源の単語(１)・気分と気持ちを表現する9

漢字起源の単語(2)・さまざまな思いを伝える10

漢字起源の単語(3)・思ったこと・感じたことを述べる11

漢字起源の単語(4)・意見の表現の仕方まとめ12

復習13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 80 ％

日常点 小テストの評価10％、授業態度など５％15 ％

その他 出席点5 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

復習や反復練習、文法説明の補足などによって、基礎と表現1の授業をサポートする。さらに言語の背景となる、社会、歴史の解説、ビデオ鑑賞

などを通じて、韓国社会の総合的な理解を深める。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

テキスト以外に適宜プリント教材などを使います

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

朝鮮語・総合２ 8B

担当者名 / Instructor 金 河元

11966

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

やさしいハングル 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

自分のすべてを韓国語で口にできる本 小倉星香／アルク／4-7574-0171-X／

ポケットプログレッシブ韓日・日韓辞典 油谷幸利／小学館／4-09-506141-3／

使える韓国語単語6500 田星姫／ベレ出版／4-86064-027-6／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

ヘヨ体の復習と過去形1

数・買い物・時間・日付など2

否定形3

過去形と接続語尾２4

さまざまな接続語尾を使って文を作る練習5

尊敬表現6

現在・過去連体形7

未来連体形8

漢字起源の単語(１)・気分と気持ちを表現する9

漢字起源の単語(2)・さまざまな思いを伝える10

漢字起源の単語(3)・思ったこと・感じたことを述べる11

漢字起源の単語(4)・意見の表現の仕方まとめ12

復習13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 80 ％

日常点 小テストの評価10％、授業態度など５％15 ％

その他 出席点5 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

復習や反復練習、文法説明の補足などによって、基礎と表現1の授業をサポートする。さらに言語の背景となる、社会、歴史の解説、ビデオ鑑賞

などを通じて、韓国社会の総合的な理解を深める。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

テキスト以外に適宜プリント教材などを使います

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

朝鮮語・総合２ 8C

担当者名 / Instructor 鄭 雅英

11378

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

やさしいハングル 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

自分のすべてを韓国語で口にできる本 小倉星香／アルク／4-7574-0171-X／

ポケットプログレッシブ韓日・日韓辞典 油谷幸利／小学館／4-09-506141-3／

使える韓国語単語6500 田星姫／ベレ出版／4-86064-027-6／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

ヘヨ体の復習と過去形1

数・買い物・時間・日付など2

否定形3

過去形と接続語尾２4

さまざまな接続語尾を使って文を作る練習5

尊敬表現6

現在・過去連体形7

未来連体形8

漢字起源の単語(１)・気分と気持ちを表現する9

漢字起源の単語(2)・さまざまな思いを伝える10

漢字起源の単語(3)・思ったこと・感じたことを述べる11

漢字起源の単語(4)・意見の表現の仕方まとめ12

復習13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 80 ％

日常点 小テストの評価10％、授業態度など５％15 ％

その他 出席点5 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

「基礎」で学んだ朝鮮語の文法的知識をよりいっそう確実なものとするとともに、それを補充していき、やや長い文章の要点を読み取り、学習した

文法的知識を用いてある程度まとまった文章を書くことができるようにする。表現、総合の授業などとも連携しながらハングル検定4級の合格を目

指す。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

『やさしいハングル２』生協印刷

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア②外国語コミュニケーションルーム企画③初修検定試験などの参加をもって外国語科目

授業の１回分とします。

単位数 / Credit 2

朝鮮語・展開 8A

担当者名 / Instructor 嚴 敞俊

10056

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『初級ハングル』 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

尊敬形、丁寧な命令・依頼・禁止命令1

尊敬の否定形、特殊な尊敬語、接続語尾2

現在連体形3

現在連体形による表現4

未来連体形5

未来連体形による表現6

過去連体形7

過去連体形による表現8

意志・未来時制補助語幹9

ハンダ体、引用文、変則用言10

へ体（パンマル）11

状態変化と受身の表現12

「KI」による表現13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 60 ％

日常点 出席、小テスト、授業態度などで総合的に判断する40 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

「基礎」で学んだ朝鮮語の文法的知識をよりいっそう確実なものとするとともに、それを補充していき、やや長い文章の要点を読み取り、学習した

文法的知識を用いてある程度まとまった文章を書くことができるようにする。表現、総合の授業などとも連携しながらハングル検定4級の合格を目

指す。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

『やさしいハングル２』生協印刷

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア②外国語コミュニケーションルーム企画③初修検定試験などの参加をもって外国語科目

授業の１回分とします。

単位数 / Credit 2

朝鮮語・展開 8B

担当者名 / Instructor 嚴 敞俊

10195

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『初級ハングル』 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

尊敬形、丁寧な命令・依頼・禁止命令1

尊敬の否定形、特殊な尊敬語、接続語尾2

現在連体形3

現在連体形による表現4

未来連体形5

未来連体形による表現6

過去連体形7

過去連体形による表現8

意志・未来時制補助語幹9

ハンダ体、引用文、変則用言10

へ体（パンマル）11

状態変化と受身の表現12

「KI」による表現13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 60 ％

日常点 出席、小テスト、授業態度などで総合的に判断する40 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

「基礎」で学んだ朝鮮語の文法的知識をよりいっそう確実なものとするとともに、それを補充していき、やや長い文章の要点を読み取り、学習した

文法的知識を用いてある程度まとまった文章を書くことができるようにする。表現、総合の授業などとも連携しながらハングル検定4級の合格を目

指す。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

『やさしいハングル２』生協印刷

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア②外国語コミュニケーションルーム企画③初修検定試験などの参加をもって外国語科目

授業の１回分とします。

単位数 / Credit 2

朝鮮語・展開 8C

担当者名 / Instructor 松井 聖一郎

10196

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『初級ハングル』 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

尊敬形、丁寧な命令・依頼・禁止命令1

尊敬の否定形、特殊な尊敬語、接続語尾2

現在連体形3

現在連体形による表現4

未来連体形5

未来連体形による表現6

過去連体形7

過去連体形による表現8

意志・未来時制補助語幹9

ハンダ体、引用文、変則用言10

へ体（パンマル）11

状態変化と受身の表現12

「KI」による表現13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 60 ％

日常点 出席、小テスト、授業態度などで総合的に判断する40 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

ハングルを習い始めた初歩の段階。前半は、基礎の授業と連携して文字と発音を行う。後半は、慣用的な言い回しを用いた挨拶や、自己紹介、

場面や状況に応じての質問・依頼・対応、数にまつわる会話表現などを学習する。基礎、総合の授業と連携してハングル検定5級合格を目指す。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

『やさしいハングル』新幹社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 1

朝鮮語・表現１ 4A

担当者名 / Instructor 金 仁姫

12037

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『初級ハングル』 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

文字と発音Ⅰ1

文字と発音Ⅱ2

文字と発音Ⅲ3

発音の変化4

指定詞、指示詞5

丁寧形：ハムニダ体6

丁寧形：ヘヨ体7

変則活用8

過去形9

接続語尾10

漢数詞、固有数詞11

否定形、不可能12

好みや願望の表現13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 60 ％

日常点 出席、小テスト、授業態度などで総合的に判断する40 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

ハングルを習い始めた初歩の段階。前半は、基礎の授業と連携して文字と発音を行う。後半は、慣用的な言い回しを用いた挨拶や、自己紹介、

場面や状況に応じての質問・依頼・対応、数にまつわる会話表現などを学習する。基礎、総合の授業と連携してハングル検定5級合格を目指す。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

『やさしいハングル』新幹社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 1

朝鮮語・表現１ 4B

担当者名 / Instructor 梁 貞模

12038

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『初級ハングル』 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

文字と発音Ⅰ1

文字と発音Ⅱ2

文字と発音Ⅲ3

発音の変化4

指定詞、指示詞5

丁寧形：ハムニダ体6

丁寧形：ヘヨ体7

変則活用8

過去形9

接続語尾10

漢数詞、固有数詞11

否定形、不可能12

好みや願望の表現13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 出席、小テスト、授業態度などで総合的に判断する100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

ハングルを習い始めた初歩の段階。前半は、基礎の授業と連携して文字と発音を行う。後半は、慣用的な言い回しを用いた挨拶や、自己紹介、

場面や状況に応じての質問・依頼・対応、数にまつわる会話表現などを学習する。基礎、総合の授業と連携してハングル検定5級合格を目指す。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

『やさしいハングル』新幹社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 1

朝鮮語・表現１ 4C

担当者名 / Instructor 嚴 敞俊

12051

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『初級ハングル』 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

文字と発音Ⅰ1

文字と発音Ⅱ2

文字と発音Ⅲ3

発音の変化4

指定詞、指示詞5

丁寧形：ハムニダ体6

丁寧形：ヘヨ体7

変則活用8

過去形9

接続語尾10

漢数詞、固有数詞11

否定形、不可能12

好みや願望の表現13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 60 ％

日常点 出席、小テスト、授業態度などで総合的に判断する40 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

ハングルを習い始めた初歩の段階。前半は、基礎の授業と連携して文字と発音を行う。後半は、慣用的な言い回しを用いた挨拶や、自己紹介、

場面や状況に応じての質問・依頼・対応、数にまつわる会話表現などを学習する。基礎、総合の授業と連携してハングル検定5級合格を目指す。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

『やさしいハングル』新幹社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 1

朝鮮語・表現１ 8A

担当者名 / Instructor 金 仁姫

11904

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『初級ハングル』 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

文字と発音Ⅰ1

文字と発音Ⅱ2

文字と発音Ⅲ3

発音の変化4

指定詞、指示詞5

丁寧形：ハムニダ体6

丁寧形：ヘヨ体7

変則活用8

過去形9

接続語尾10

漢数詞、固有数詞11

否定形、不可能12

好みや願望の表現13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 60 ％

日常点 出席、小テスト、授業態度などで総合的に判断する40 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

ハングルを習い始めた初歩の段階。前半は、基礎の授業と連携して文字と発音を行う。後半は、慣用的な言い回しを用いた挨拶や、自己紹介、

場面や状況に応じての質問・依頼・対応、数にまつわる会話表現などを学習する。基礎、総合の授業と連携してハングル検定5級合格を目指す。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

『やさしいハングル』新幹社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 1

朝鮮語・表現１ 8B

担当者名 / Instructor 梁 貞模

12547

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『初級ハングル』 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

文字と発音Ⅰ1

文字と発音Ⅱ2

文字と発音Ⅲ3

発音の変化4

指定詞、指示詞5

丁寧形：ハムニダ体6

丁寧形：ヘヨ体7

変則活用8

過去形9

接続語尾10

漢数詞、固有数詞11

否定形、不可能12

好みや願望の表現13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 出席、小テスト、授業態度などで総合的に判断する100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

ハングルを習い始めた初歩の段階。前半は、基礎の授業と連携して文字と発音を行う。後半は、慣用的な言い回しを用いた挨拶や、自己紹介、

場面や状況に応じての質問・依頼・対応、数にまつわる会話表現などを学習する。基礎、総合の授業と連携してハングル検定5級合格を目指す。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

『やさしいハングル』新幹社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

後期オリエンテーション期間に実施する語種別ガイダンス（法・産社向け）への参加をもって後期外国語科目授業の１回分とします。

併せて、①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア②外国語コミュニケーションルーム企画などに参加して下さい。

単位数 / Credit 1

朝鮮語・表現１ 8C

担当者名 / Instructor 嚴 敞俊

11910

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『初級ハングル』 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

文字と発音Ⅰ1

文字と発音Ⅱ2

文字と発音Ⅲ3

発音の変化4

指定詞、指示詞5

丁寧形：ハムニダ体6

丁寧形：ヘヨ体7

変則活用8

過去形9

接続語尾10

漢数詞、固有数詞11

否定形、不可能12

好みや願望の表現13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 60 ％

日常点 出席、小テスト、授業態度などで総合的に判断する40 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

これまでに学んだハングルの会話の基礎を活用しながら、状況や場面に応じて自分の意思を適切に伝えることができるようにする。自己を紹介

したり、興味のあるものやところや他の人について話したりするなど、さまざまな場面やトピックスを設定して会話のやり取りを練習し、表現力のレ

ベルアップを図る。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

『やさしいハングル』新幹社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア②外国語コミュニケーションルーム企画③初修検定試験などの参加をもって外国語科目

授業の１回分とします。

単位数 / Credit 1

朝鮮語・表現２ 4A

担当者名 / Instructor 梁 貞模

11375

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『初級ハングル』 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

自己紹介・復習1

尊敬形2

丁寧な命令・依頼・禁止命令3

尊敬の否定、接続語尾4

現在連体形5

未来連体形6

未来連体形、可能と不可能7

過去連体形8

意志・未来時制補助語幹9

意志・未来時制補助語幹を用いる表現10

ハンダ体、引用文11

へ体：パンマル12

状態変化と受身の表現、「KI」による表現13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 60 ％

日常点 出席、小テスト、授業態度などで総合的に判断する40 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

これまでに学んだハングルの会話の基礎を活用しながら、状況や場面に応じて自分の意思を適切に伝えることができるようにする。自己を紹介

したり、興味のあるものやところや他の人について話したりするなど、さまざまな場面やトピックスを設定して会話のやり取りを練習し、表現力のレ

ベルアップを図る。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

『やさしいハングル』新幹社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア②外国語コミュニケーションルーム企画③初修検定試験などの参加をもって外国語科目

授業の１回分とします。

単位数 / Credit 1

朝鮮語・表現２ 4B

担当者名 / Instructor 嚴 敞俊

11844

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『初級ハングル』 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

自己紹介・復習1

尊敬形2

丁寧な命令・依頼・禁止命令3

尊敬の否定、接続語尾4

現在連体形5

未来連体形6

未来連体形、可能と不可能7

過去連体形8

意志・未来時制補助語幹9

意志・未来時制補助語幹を用いる表現10

ハンダ体、引用文11

へ体：パンマル12

状態変化と受身の表現、「KI」による表現13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 60 ％

日常点 出席、小テスト、授業態度などで総合的に判断する40 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

これまでに学んだハングルの会話の基礎を活用しながら、状況や場面に応じて自分の意思を適切に伝えることができるようにする。自己を紹介

したり、興味のあるものやところや他の人について話したりするなど、さまざまな場面やトピックスを設定して会話のやり取りを練習し、表現力のレ

ベルアップを図る。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

『やさしいハングル』新幹社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア②外国語コミュニケーションルーム企画③初修検定試験などの参加をもって外国語科目

授業の１回分とします。

単位数 / Credit 1

朝鮮語・表現２ 4C

担当者名 / Instructor 金 仁姫

16004

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『初級ハングル』 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

自己紹介・復習1

尊敬形2

丁寧な命令・依頼・禁止命令3

尊敬の否定、接続語尾4

現在連体形5

未来連体形6

未来連体形、可能と不可能7

過去連体形8

意志・未来時制補助語幹9

意志・未来時制補助語幹を用いる表現10

ハンダ体、引用文11

へ体：パンマル12

状態変化と受身の表現、「KI」による表現13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 60 ％

日常点 出席、小テスト、授業態度などで総合的に判断する40 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

これまでに学んだハングルの会話の基礎を活用しながら、状況や場面に応じて自分の意思を適切に伝えることができるようにする。自己を紹介

したり、興味のあるものやところや他の人について話したりするなど、さまざまな場面やトピックスを設定して会話のやり取りを練習し、表現力のレ

ベルアップを図る。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

『やさしいハングル』新幹社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア②外国語コミュニケーションルーム企画③初修検定試験などの参加をもって外国語科目

授業の１回分とします。

単位数 / Credit 1

朝鮮語・表現２ 8A

担当者名 / Instructor 金 河元

11842

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『初級ハングル』 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

自己紹介・復習1

尊敬形2

丁寧な命令・依頼・禁止命令3

尊敬の否定、接続語尾4

現在連体形5

未来連体形6

未来連体形、可能と不可能7

過去連体形8

意志・未来時制補助語幹9

意志・未来時制補助語幹を用いる表現10

ハンダ体、引用文11

へ体：パンマル12

状態変化と受身の表現、「KI」による表現13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 60 ％

日常点 出席、小テスト、授業態度などで総合的に判断する40 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

これまでに学んだハングルの会話の基礎を活用しながら、状況や場面に応じて自分の意思を適切に伝えることができるようにする。自己を紹介

したり、興味のあるものやところや他の人について話したりするなど、さまざまな場面やトピックスを設定して会話のやり取りを練習し、表現力のレ

ベルアップを図る。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

『やさしいハングル』新幹社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア②外国語コミュニケーションルーム企画③初修検定試験などの参加をもって外国語科目

授業の１回分とします。

単位数 / Credit 1

朝鮮語・表現２ 8B

担当者名 / Instructor 梁 貞模

11250

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『初級ハングル』 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

自己紹介・復習1

尊敬形2

丁寧な命令・依頼・禁止命令3

尊敬の否定、接続語尾4

現在連体形5

未来連体形6

未来連体形、可能と不可能7

過去連体形8

意志・未来時制補助語幹9

意志・未来時制補助語幹を用いる表現10

ハンダ体、引用文11

へ体：パンマル12

状態変化と受身の表現、「KI」による表現13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 60 ％

日常点 出席、小テスト、授業態度などで総合的に判断する40 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

これまでに学んだハングルの会話の基礎を活用しながら、状況や場面に応じて自分の意思を適切に伝えることができるようにする。自己を紹介

したり、興味のあるものやところや他の人について話したりするなど、さまざまな場面やトピックスを設定して会話のやり取りを練習し、表現力のレ

ベルアップを図る。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

＊日常点評価

出席を重視し、随時行う小テスト、期末テスト、授業態度など総合的に評価する。

『やさしいハングル』新幹社

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

①外国留学ガイダンスや異文化体験報告会、留学フェア②外国語コミュニケーションルーム企画③初修検定試験などの参加をもって外国語科目

授業の１回分とします。

単位数 / Credit 1

朝鮮語・表現２ 8C

担当者名 / Instructor 梁 貞模

11843

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『初級ハングル』 梁貞模・盧載玉／新幹社／4-88400-043-9／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

自己紹介・復習1

尊敬形2

丁寧な命令・依頼・禁止命令3

尊敬の否定、接続語尾4

現在連体形5

未来連体形6

未来連体形、可能と不可能7

過去連体形8

意志・未来時制補助語幹9

意志・未来時制補助語幹を用いる表現10

ハンダ体、引用文11

へ体：パンマル12

状態変化と受身の表現、「KI」による表現13

テスト14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 60 ％

日常点 出席、小テスト、授業態度などで総合的に判断する40 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Sprechen und Hoeren stehen Mittelpunkt des Kurses

必ず毎回出席が必要；期末テストを実施しない

小テスト、宿題、積極的な参加が必要

毎回出席したからといって、必ずしも合格できるわけではない

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

ドイツ語上級コミュニケーションI K

担当者名 / Instructor MUELLER BEATE

10974

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

Anwendung und Festigung des bisher Gelernten

Verbesserung der Kommunikationsfaehigkeit

教材：Print（学生の興味による）

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

上級レベルのテキストを、様々な分野からプリントとして用意します。受講者が興味のあるテーマなどは積極的に取り入れたいと思いますので、

遠慮なく提案してください。読解力・表現力を伸ばしていくことを中心としますが、視聴覚教材を適宜に利用し、ドイツ語の総合的レベルアップを目

指します。文法の補足も随時行います。授業は原則としてドイツ語で行いますが、日本語での説明が必要な場合は遠慮なく申し出てください。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

基本的な文法を理解している事。中級表現読解クラスを受講していた者が望ましい。

プリントを適宜配布。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

http://home.comcast.net/%7Edkalischer/WebRadio/DeutscherRundfunk.htm （ドイツのラジオが聞けます。）

http://www.n-tv.de/　（ドイツのニュースを生放送で見ることができます。）

http://www.tagesschau.de/　（ドイツのニュースを録画で見ることができます。）

http://www.dw-world.de/　（ドイツの様々な情報が得られます。）

その他 / Others

単位数 / Credit 1

ドイツ語上級表現読解I K

担当者名 / Instructor 玉木 佳代子

11560

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

簡単なテーマに関して、ドイツ語で表現（口頭、筆記ともに）できるようになること。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

ドイツ語に触れる機会を少しでも増やしましょう。学内のコミュニケーションルームを利用したり、インターネットを活用するのもいいでしょう。イン

ターネットでは、ドイツのラジオを聴けたり、ニュースを見ることができます（以下のWWWページを参照のこと）。

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

別途指示する。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 小テスト、出席状況、課題提出、授業への積極的な参加などを総合評価します。100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

読解・聞き取り・表現（話す、書く）をスムーズに行うためには一定数以上の語彙（単語、言い回し）を持っていることが必要です。この授業ではそ

の語彙を増やすことを目標とします。教材としては印刷されたものに加えて音声と映像によるものをできるだけ多く使うようにします。使用頻度の

高い単語・言い回しについてはドリル練習により確実な使用レベルにまで到達することを目指します。ドイツ語検定レベルで言えば３級以上２級

目標とします。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

既習者コース中級を履修した人が対象です。ドイツ語検定３級をまだ取っていない人は６月に受験し、１１月の２級を目指しましょう。

　

プリント配布

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

テレビやラジオのドイツ語講座は格好の教材ですから、活用しましょう。また、インターネット上のニュースやトピックス（音声および文字）も利用価

値大であります。 

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

Deutsche Welle http://www.dw-world.de 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

ドイツ語上級表現読解II K

担当者名 / Instructor 竹治 進

12459

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

・ドイツ語圏において日常生活を営むのに支障のないドイツ語の力

・ドイツ語圏の大学での勉学を始めるのに最低限必要なドイツ語の力 

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

読解、ビデオ、作文、ドリル練習を適宜組み合わせる（２

回目以降も同様）

Familie vorstellen1

Die Lage einer Strasse erfragen2

Schwierige Namen buchstabieren3

Vorschlaege machen4

Redewendungen beim Einkaufen5

中間テスト Ueber Schmerzen sprechen6

Bestellen und bezahlen7

Sich nach Zuegen erkundigen8

Kleider kaufen9

中間テスト。レポート課題提示 Telefonieren10

Ein Zimmer bestellen11

Begruessung12

レポート提出 Kaffee und Kuchen anbieten13

レポート返却とコメント。最終講義試験14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

レポート 読解力と語彙力を強化するような課題を出します。20 ％

日常点 出席、授業参加、中間テスト、最終講義試験80 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

This course is about German everyday life and culture, e.g. fashion, school, jobs. CDs, videos and listening cassettes will be used for listening 

comprehension, language learning activities for speaking practice

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

There will be a short test in the middle and at the end of each lesson in the textbook. If a student is less than 60% present he/she cannot 

take the final examination. Topic bound homework adds to grading.

  

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

www.themen-aktuell.de

その他 / Others

単位数 / Credit 1

ドイツ語中級コミュニケーションI K

担当者名 / Instructor CHRIST-KAGOSHIMA GAB

11058

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

This class focusses on modern spoken and written German in combination with learning about everyday life and culture in Germany. A better 

command of German, concerning vocabulary, listening comprehension, reading, writing and speaking will be reached by the end of the semester.

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

Active oral participation is a good preparation for the final test as well as doing homework regularly is for all tests. Asking questions is welcome 

as a sign of intelligence.

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Themen 2 aktuell Hartmut Aufderstrasse／Max Hueber Verlag／ISBN 3-19- 181691-7／2300 Yen =+ 

CD

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 listening comprehension, writing, speaking33 ％

日常点 tests on listening comprehension, writing; speaking66 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

This course is about German everyday life and culture, e.g. cars, work, family. CDs, videos and listening cassettes will be used for listening 

comprehension, language learning activities for speaking practice.

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

There will be a short test in the middle and at the end of each lesson in the textbook. If a student is less than 60% present he/she cannot 

take the final examination. Topic bound homework adds to grading.

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

www.themen-aktuell.de

その他 / Others

単位数 / Credit 1

ドイツ語中級コミュニケーションII K

担当者名 / Instructor CHRIST-KAGOSHIMA GAB

11103

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

This class focusses on modern spoken and written German, in combination with learning about everyday life and culture in Germany. A better 

command of German, concerning vocabulary, listening comprehension, reading, writing and speaking will be reached by the end of the semester.

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Themen 2 aktuell Hartmut Aufderstrasse／Max Hueber Verlag／ISBN 3-19- 181691-7／2300 Yen =+ 

CD

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 listening comprehension, writing, speaking33 ％

日常点 tests on listening comprehension, writing; speaking66 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

視聴覚教材を用いながら、「読む・書く・聞く・話す」というドイツ語の４つの力の習得を目指す。構文把握力および語彙力を養うだけでなく、ドイツ

語を聞く力、ドイツ語で表現する力をも養成する。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

既習者（付属校以外の者で受講希望者は申し出ること）

最終講義試験（筆記試験）の成績および平常点（出席状況、発表、小テストの成績等）から総合的に評価する（最終講義試験60％、平常点

40％）。授業における練習によってドイツ語を修得することが望ましいので、授業には積極的に参加すること。

テキストはプリントを使用。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

月曜５限にも「ドイツ語中級表現読解Ⅰ」（前期・後期とも開講）のクラスを設けています（担当者も同じ）。月曜のクラスでは、リスニング練習、語

彙力の強化の他、１年を通して高校で学んだ文法の復習と独検3級合格に必要とされるレベルの文法の習得を目指しますので、合わせて受講す

るのが望ましいでしょう。

第１回の授業は必ず出席してください。その際、辞書および高校の授業で使用していたテキスト等を持参のこと。

ドイツの映画やドイツの文化を紹介するビデオなども見ながら、楽しく学習しましょう。

単位数 / Credit 1

ドイツ語中級表現読解I K

担当者名 / Instructor 村本 容子

12572

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

独検３級合格程度。さらに２級合格を目指すための基礎学力を身につける。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ドイツ文法大百科 ／三修社／／自習用。希望者のみ購入。

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業スケジュールの説明、プリントの配布、アンケートな

ど

1

リスニング①、表現①2

リスニング②、表現②3

リスニング③、表現③4

リスニング④、表現④5

リスニング⑤、表現⑤6

リスニング⑥、表現⑥7

リスニング⑦、表現⑦8

リスニング⑧、表現⑧9

リスニング⑨、表現⑨10

リスニング⑩、表現⑩11

リスニング⑪、表現⑪12

リスニング⑫、表現⑫13

リスニング⑬、表現⑬14

最終講義試験15

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 最終講義試験（筆記試験）60 ％

日常点 出席、発表、小テスト等40 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

現代ドイツ人の思考と生活は日本人的な視点から眺めるとどんな特徴があるのか。そんな切り口で書かれた文章を読むことによってドイツ語の

読解力を養い、文法の復習をし、いろんな練習によって表現力を身につけることを目標とした授業です。

受講者全員が到達すべき目安として、実際に受験するしないに関わらず独検３級水準を設定しています。そして、受験のための練習も加味した

授業とする予定です。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

大学入学前に既にドイツ語を一定程度学習したうえで、入学後、前期に週２回か３回既習者用ドイツ語中級表現読解・コミュニケーションを受講し

た人のための授業であり、ドイツ語の基礎的な力があることを前提とした授業です。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

テレビやラジオのドイツ語講座は格好の教材ですから、活用しましょう。また、インターネット上のニュースやトピックス（音声および文字）も利用価

値大であります。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

Deutsche Welle http://www.dw-world.de

その他 / Others

単位数 / Credit 1

ドイツ語中級表現読解II K

担当者名 / Instructor 竹治 進

11729

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

・ドイツ語文法の知識を確実なものにする

・論理展開に必要な言い回しを理解し、使えるようにする

・語彙を豊かにする

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ドイツ語読みかた教室 大谷弘道・Ursula Otani／三修社／4-384-13068-6 C1084／

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

必携　ドイツ文法総まとめ 中島・平尾・朝倉／白水社／／文法のレファレンスに最適

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

導入。受講者の力を知るための小テスト1

トイレでノックはするな2

ドイツ人と音3

ドイツ人はケチ？4

ドイツ人のジョーク。小テスト１5

割り勘6

ドイツ人とサンドイッチ7

ドイツ人の時間感覚。小テスト２8

保守と革新9

客はどこに座らせる。小テスト３10

遅れてきたとき、どのうように着席するのか？11

使いやすい表現と使いにくい表現12

働いてばかりはいられない。小テスト４13

まとめと最終講義試験14

試験返却と講評15

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 出席状況、授業への積極的参加の度合い、小テスト、最終講義試験100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

ドイツ語の「聞き取り」に主眼をおいた授業です。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

プリント配布。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

ドイツ語中級表現読解III K

担当者名 / Instructor 大西 光弘

12632

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

少し早いドイツ語でも聞き取れるようになる。

正確にドイツ語が読めるようにもなる。

目標はドイツ語検定３級程度の力です。（２級が取れれば申し分なし）

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

ZDF（ドイツの放送局で、日本のNHKにあたるもの）の

ニュースで、その週のものから分かりやすいのを選んで

持ってきますから、それで聞き取り練習をしましょう。

このニュースは、主音声が日本語、副音声がドイツ語で

す。それを活字に起こしたプリントを配ります。

①②③の三段構成になっていて、①日本語、②は白紙、

③はドイツ語です。例えば2005,年12月18日の放送なら、

①ヨーロッパ連合は、今年の様々な後退のあと、交渉力

を取り戻しました。

② ③Die Europaeische Union hat nach mehreren 

Rueckschlagen in diesem Jahr ihre Handlungsfaehigkeit 

zurueckgewonnen.

①メルケル首相は仲介役として、高い評価を受けました。 ②

③Bundeskanzlerin Merkel erhielt fuer ihre 

Vermittlerrolle viele Anerkennung.

とプリントは続いてゆきます。

まず③を隠して①だけを見ながら、ドイツ語を５回ほど再

生しますから、聞き取れたものを②に書き込んで、聞き取

り練習をしましょう。

皆さん自身の勉強ですから、どうしても聞き取れない人

は、③を見ながら聞いてもらってもいいですよ。

でもできるだけ自分の力で聞き取り練習をして、②に書い

てみて下さい。

自分がどこが聞き取れないか、それで自己診断できま

すからね。

最後に文法を説明して、なぜ独文の③が①の日本語の

訳になるのかを説明します。ドイツ語が正確に読めるよう

にもなってください。

楽しく授業をしましょう。ドイツの歌なんかも紹介します。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 平常点と何回か小テストが５０％。最終講義試験が５０％。100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

視聴覚教材を用いながら、「読む・書く・聞く・話す」というドイツ語の４つの力の習得を目指す。構文把握力および語彙力を養うだけでなく、ドイツ

語を聞く力、ドイツ語で表現する力をも養成する。

リスニング練習、語彙力の強化の他、高校で学んだ文法の復習と独検3級合格に必要とされるレベルの文法の習得を目指します。

 

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

既習者（付属校以外の者で受講希望者は申し出ること）

最終講義試験（筆記試験）の成績および平常点（出席状況、発表、小テストの成績等）から総合的に評価する（最終講義試験３０％、平常点

７０％）。授業における練習によってドイツ語を修得することが望ましいので、授業には積極的に参加すること。

テキストはプリントを使用。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

単位数 / Credit 1

ドイツ語中級表現読解IV K

担当者名 / Instructor 村本 容子

10593

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

独検３級合格程度。さらに２級合格を目指すための基礎学力を身につける。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ドイツ文法大百科 ／三修社／／自習用。希望者のみ購入。

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業スケジュールの説明、プリントの配布、アンケートな

ど

1

文法の復習（動詞の現在人称変化）、リスニング①、単語

テスト①

2

文法の復習（名詞と冠詞）、リスニング②、単語テスト②3

文法の復習（不規則変化動詞）、リスニング③、単語テス

ト③

4

文法の復習（命令形）、リスニング④、単語テスト④5

文法の復習（冠詞類）、リスニング⑤、単語テスト⑤6

文法の復習（人称代名詞）、リスニング⑥、単語テスト⑥7

文法の復習（前置詞）、リスニング⑦、単語テスト⑦8

文法の復習（接続詞）、リスニング⑧、単語テスト⑧9

文法の復習（話法の助動詞）、リスニング⑨、単語テスト

⑨

10

文法の復習（分離動詞）、リスニング⑩、単語テスト⑩11

文法の復習（再帰代名詞）、リスニング⑪、単語テスト⑪12

文法の復習（形容詞）、リスニング⑫、単語テスト⑫13

文法の復習（動詞の３基本形と過去）、リスニング⑬、単

語テスト⑬

14

最終講義試験15

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 最終講義試験（筆記試験）30 ％

日常点 出席、発表、小テスト等70 ％



2006年度シラバス立命館大学

その他 / Others

第１回の授業は必ず出席してください。その際、辞書および高校の授業で使用していたテキスト等を持参のこと。

ドイツの映画やドイツの文化を紹介するビデオなども見ながら、楽しく学習しましょう。



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

視聴覚教材を用いながら、「読む・書く・聞く・話す」というドイツ語の４つの力の習得を目指す。構文把握力および語彙力を養うだけでなく、ドイツ

語を聞く力、ドイツ語で表現する力をも養成する。

リスニング練習、語彙力の強化の他、高校で学んだ文法の復習と独検3級合格に必要とされるレベルの文法の習得を目指します。

 

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

既習者（付属校以外の者で受講希望者は申し出ること）

最終試験（筆記試験）の成績および平常点（出席状況、発表、小テストの成績等）から総合的に評価する（最終講義試験３０％、平常点

７０％）。授業における練習によってドイツ語を修得することが望ましいので、授業には積極的に参加すること。

テキストはプリントを使用。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

ドイツの映画やドイツの文化を紹介するビデオなども見ながら、楽しく学習しましょう。

単位数 / Credit 1

ドイツ語中級表現読解V K

担当者名 / Instructor 村本 容子

10621

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

独検３級合格程度。さらに２級合格を目指して基礎学力を身につける。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ドイツ文法大百科 ／三修社／／自習用。希望者のみ購入。

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

文法（未来形）、リスニング①、単語テスト①1

文法（完了形）、リスニング②、単語テスト②2

文法（関係代名詞①）、リスニング③、単語テスト③3

文法（関係代名詞②）、リスニング④、単語テスト④4

文法（受動）、リスニング⑤、単語テスト⑤5

文法（zu不定詞）、リスニング⑥、単語テスト⑥6

文法（分詞）、リスニング⑦、単語テスト⑦7

文法（接続法①）、リスニング⑧、単語テスト⑧8

文法（接続法②）、リスニング⑨、単語テスト⑨9

文法（指示代名詞など）、リスニング⑩、単語テスト⑩10

文法（総合問題①）、リスニング⑪、単語テスト⑪11

文法（総合問題②）、リスニング⑫、単語テスト⑫12

文法（総合問題③）、リスニング⑬、単語テスト⑬13

文法（総合問題④）、リスニング⑭、単語テスト⑭14

最終講義試験15

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 最終講義試験（筆記試験）30 ％

日常点 出席、発表、小テスト等70 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

1.これまで学習したフランス語の知識を使い、また、応用して学習します。授業内容を良く理解し、 学習したことを発表します。

2.資料の内容をまず、理解し、内容についてコメントしてもらいます。

3.授業すべてをフランス語でし、学生同士もフランス語でディスカッションするようにします。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

テキストは使用しませんが、選んだテーマについて適当な材料（新聞記事、CD、ビデオカセット）を準備します。

テキストは使用しません。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

フランス語上級コミュニケーションI K

担当者名 / Instructor DEZ BRIGITTE

10987

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

学生の自己紹介をします。自分の興味、好きなことなどを

話してもらいます。また、この学期の紹介をします。

自己紹介1

広告ポスターについて、理解し、コメントや討論をします。 広告ポスター2

広告ポスターについて、理解し、コメントや討論をします。 広告ポスター3

有名な"BIC"社の使い捨て品に関するテキストを使用し

て、学習します。

使い捨て品4

有名な"BIC"社の使い捨て品に関するテキストを使用し

て、学習します。

使い捨て品5

前回までの授業で習った内容について個々でテストをし

ます。

個々でテスト6

小グループでテーマ（日本の伝統品や人気商品等）を選

び、資料収集します。

テーマ選び7

各グループでテーマをまとめ、発表の準備をします。 発表の準備8

各グループでテーマをまとめ、発表の準備をします。 発表の準備9

各グループで発表の練習をします 発表の練習10

前半のグループの発表をし、ディスカッションします。 発表、ディスカッション11

後半のグループの発表をし、ディスカッションします。 発表、ディスカッション12

新聞記事を使って学習します。 新聞記事13

新聞記事を使って学習します。 新聞記事14

フランスのシャンソンを使って学習します。 シャンソン15

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 出席、授業への積極参加、授業中の小テスト50 ％

その他 発表、グループディスカッション50 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

フランス語で書かれた文章を辞書を引きながら独力で読めるようにする。長文に慣れるためには、人の訳を覚えても仕方ない。まず自分で訳して

みる必要がある。授業ではあなた方自身に訳してもらってから、補足説明にはいる。補足説明のなかで、初級、中級段階でやり残したこと、曖昧

なままにしておいたことなどをはっきり理解できるようにしたい。テキストは、フランスの文化や社会をテーマにしたものであり、フランス事情もあわ

せて知ることができるだろう。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

フランス語中級関連科目。

三分の一以上の欠席で自動的にアウトです。休まずに出席してください。遅刻は二回で一回欠席にカウントします。

三分の一までならばいいと考え計算して休む人は、平常点が零点になります。

後半三分の一の授業では、インターネット上の新聞記事を読む。

授業中適宜紹介する。

仏和辞典を必ず持参して下さい。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

必ず毎授業ごとに１時間程度の予習・復習をすること。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

野崎次郎のホームページ

http://ha1.seikyou.ne.jp/home/jiro/

野崎次郎のボケ作日記

http://blog.livedoor.jp/jnv20518/

単位数 / Credit 1

フランス語上級表現読解I K

担当者名 / Instructor 野崎 次郎

11585

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

フランス語中級から上級へ。仏検の三級から二級程度。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

やさしく読めるフランス語新聞2006 瀧川ほか／第三書房／4-8086-2676-4／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

1. 第二のルーブル　 2. 人質の解放1

3. 万博　4. 法皇の死2

5. てんやわんやの月曜日　6. 冬時間と夏時間3

7. シラク大統領　8. 氷のギャラリー4

9. アカデミー・フランセーズ　10. フランスのスポーツ5

11. 捕鯨問題　12. 忙しい高校生6

13. 共和制とマリアンヌ　14. 漫画ブーム7

15. ヨーロッパに未来はあるか　16. モナリザ8

17. メディア　18. フランス国歌（ラ・マルセイエーズ）9

19. 人種差別の終わり？　20. 太陽エネルギー10

インターネットで読むフランス語 (1)11

インターネットで読むフランス語 (2)12

インターネットで読むフランス語 (3)13

インターネットで読むフランス語 (4)14

最終講義試験15

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 最終講義試験、授業中の発表、出席点などの合計100 ％



2006年度シラバス立命館大学

その他 / Others



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

教科書と適宜プリント教材を使用します。

フランス語の文法体系を整理し、日常会話に慣れ、平易な講読、簡単な作文、聞き取りを総合的に学ぶことを目標とします。

そしてフランス文化に親しみ、フランス語検定試験も積極的に受験してほしい。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

授業が14回しか行われないので、前期中に授業内レポートが1回あります。

授業中に適宜指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

フランス語上級表現読解II K

担当者名 / Instructor 角谷 美知

12481

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

フランス語の文法体系を整理し、日常会話に慣れ、平易な講読、簡単な作文、聞き取りを総合的に学ぶことを目標とします。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

基本的な文法知識、積極的な授業参加が必要です。

毎時間辞書を持参してください。

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

レサマン 北山　研二／朝日出版社／／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

ガイダンス第1回

1課・2課第2回

3課第3回

4課第4回

5課第5回

予備日第6回

6課第7回

7課第8回

予備日第9回

8課第10回

9課第11回

10課第12回

総復習第13回

最終講義日試験第14回

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 出席、平常点(小テスト・発表など)最終講義日試験の実施による総合評価100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

フランス語中級コミュニケーションI K

担当者名 / Instructor DEZ BRIGITTE

11068

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Conversations dans la classe, Ver.2004, 

Avancee, faux-debutants

J-L Azra, B. Vannieu／ALMA／4-9901072-5-X／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

教科書の紹介をします。学生の自己紹介、出席表を作成

します。P.19の復習、P.20-21のL.1。

紹介1

L.2,P22-23, L.3, P24-25。2

L.4, P.26-27。3

L.5, P.28-29。4

L.6, P30-31。5

L.7, P.32-33, リスニングP.34。6

リスニングP.35、会話のミニテスト。 ミニテスト7

L.9, P.36-37, L.10, P.38-39。8

L.11, P.40-41, L.12, P.42-43。9

L.13, P.44-45, L.14, P.46-47。10

リスニングP.48-49, 会話のミニテスト。 ミニテスト11

L.16, P.50-51, L.17, P.52-53。12

L18, P.54-55, リスニングP.56。13

リスニングP.57, L.21P.60-61。14

学期の復習 会話のミニテスト15

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 20 ％

日常点 40 ％

その他 出席、授業への積極的参加40 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

フランス語中級コミュニケーションII K

担当者名 / Instructor DEZ BRIGITTE

11112

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Conversations dans la classe, Ver.2004, 

Avancee, faux-debutants

J-L Azra, B. Vannieu／ALMA／4-9901072-5-X／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

前期の復習 L.22, P.62-631

L.23, P.64-65, L.24., P.66-672

week-end, repos, vacances(リスニング) P.68-69, 会話のミニテスト3

L.26, P.70-71, L.27., P.72-734

L.28, P.74-75, L.29., P.76-775

L.30, P.78-79, リスニングP.806

activites, loisirs リスニングP.81, 会話のミニテスト7

L.32, P.82-83, L.33, P.84-858

etudes L.34, P.86-87, L.35, リスニングP.889

リスニング　P.89, 会話のミニテスト10

L.36, P.90-91, L.37, P.92-9311

L.38, P.94-95, L.39, P.96-9712

cadre de vie リスニングP.98-99, 会話のミニテスト13

L.41, P.100-101, L.42, P.102-10314

L.43, P.104-105, リスニングP.10615

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 20 ％

日常点 40 ％

その他 出席、授業への積極的参加40 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

既習者対応科目という性格から、初級文法の総復習を行い、中級フランス語レベルに移行できるようにする。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

最終講義試験　８０％

通常授業への出席状況・課題　２０％

プリント教材を配布する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

フランス語中級表現読解I K

担当者名 / Instructor 久津内 一雄

12598

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

仏検３級を完全射程に入れる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

配布プリントを活用して、初級フランス語レベルをクリアー

し、中級フランス語レベルへと学力向上を図る。

第１回～第13回

最終講義試験第14回

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

フランス語の基礎学力を既に身につけている既習者に、その知識を生かした読解力を身につけてもらうことを目標とします。そのために、これま

でに学習した文法事項を整理しつつ、易しいフランス語を読み、文法問題を解いて、広範囲の分野の長文読解力をつけていただきます。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

基礎的な文法知識を身につけておくために、前期の「フランス語中級表現読解ⅠK 」を履修しておくことが望ましいのですが、受講の前提条件と

いうわけではありません。「フランス語中級表現読解ⅠK 」を履修しなかった方にも、授業内容が理解できるように配慮いたします。

普段の授業態度と最終講義日試験をもとに、平常点で評価します。出席と予習・授業中の発表を重視しますので、積極的に授業に参加して

下さい。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

第1回目の授業はガイダンスになるので必ず出席してください。

授業には辞書を必ず持参してください。

単位数 / Credit 1

フランス語中級表現読解II K

担当者名 / Instructor 角谷 美知

11752

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

フランス語の基礎学力を既に身につけている既習者に、その知識を生かした読解力を身につけてもらうことを目標とします。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ズーム！2004 朝吹亮二　他／駿河台出版社／／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

第1回目の授業のガイダンスで、前期の震度を考慮して

指示します。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 最終講義日試験を実施100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

初級文法を終えた学生を対象に、長文読解に慣れることを目指すクラスである。

題材としては、身近なことをフランス語で表現したものと、フランスの時事問題をフランス語で書いたものを使う（プリントはこちらで用意する）。

各自が担当部分の文法的解説・日本語訳を行なう（全体の人数によって変わるが、期間内に２回程度）。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

フランス語中級表現読解ⅠK（松尾）→必須ではないが、履修が望ましいと考えている。

期間中に一人２回の発表を予定しているが、受講人数に応じて変わる。小テストの回数も同様。

プリントを用意する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

担当分をきちんと調べておくことは言うまでもないが、担当外の仏文にも毎回目を通しておくことが読解力をつけるためには必要なことである。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

フランス語中級表現読解III K

担当者名 / Instructor 内藤 義博

12659

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

仏検３級から２級のあいだのレベルの長文読解に慣れることを目標とする。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

ガイダンス、担当振り分け、フランス語の綴り字と発音の

関係

9月29日

発表、小テスト10月6日

発表、小テスト10月13日

発表、小テスト10月20日

発表、小テスト10月27日

発表、小テスト11月3日

発表、小テスト11月10日

発表、小テスト11月17日

発表、小テスト11月24日

発表、小テスト12月1日

発表、小テスト12月8日

発表、小テスト12月15日

発表、小テスト12月22日

発表、小テスト1月12日

発表、小テスト1月19日

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 ２回の発表（50％）と毎回の小テスト（50％）で判定する。100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Chaque semaine, les etudiants lisent un texte à la maison. On étudie ensuite ce texte en classe, on fait des activités orales et écrites à partir 

de ce texte.

On va regarder aussi des vidéos sur des régions de France et les étudier.

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

2 tests écrits

présence, ponctualité et préparation à la maison obligatoires

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

フランス語中級表現読解IV K

担当者名 / Instructor FARON ANTOINE

10612

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

Le but de ce cours est d'augmenter son vocabulaire, d'apprendre des structures simples et courantes et d'améliorer ses compétences de 

lecture et d'écriture.

Ce cours est une bonne préparation aux examens de français comme le DELF

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

évaluation de niveau1

texte sur les goûts, les activités quotidiennes2

texte sur les Français et les animaux3

texte sur les métiers et la santé4

texte sur les rêves des Français5

vidéo sur l'Aquitaine6

test7

texte sur le cadre de vie, l'habitat, l'avenir8

texte sur un érudit9

texte sur les Français célèbres10

texte surle recyclage11

vidéo sur les Alpes et le Mont Blanc12

test13

texte sur les voyants14

texte sur la côte d'Azur15

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 présence et participation active-dictées-2 tests écrits100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

Chaque semaine, les etudiants lisent un texte à la maison. On étudie ensuite ce texte en classe, on fait des activités orales et écrites à partir 

de ce texte.

On va regarder aussi des vidéos sur des régions de France et les étudier.

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

voir premier semestre

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

フランス語中級表現読解V K

担当者名 / Instructor FARON ANTOINE

10647

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

Le but de ce cours est d'augmenter son vocabulaire, d'apprendre des structures simples et courantes et d'améliorer ses compétences de 

lecture et d'écriture.

Ce cours est une bonne préparation aux examens de français comme le DELF

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

Test de niveau/ de révisions1

texte sur le vélo en ville2

texte sur les animaux domestiques3

texte sur les jeux vidéos4

vidéo sur la région Midi-pyrenees5

test6

texte sur le mariage par Internet7

texte sur l'immigration8

texte sur l'école9

texte sur le commerce10

texte sur le logement11

vidéo sur l'Alsace12

test13

texte sur la nourriture, les habitudes alimentaires14

texte sur les loisirs et le sport15

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 présence et participation active-dictées-2 test écrits100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

高校で学んだ基本的な単語や表現を復習しながら、新しい表現を徐々に加え、目・耳・口を使って繰り返し練習することによって、無理なく着実に

中国語の会話力を高めていきます。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

授業後の復習を必ず行って下さい。

単位数 / Credit 1

中国語上級コミュニケーションI K

担当者名 / Instructor 胡 玉華

10975

教科書 / Textbooks

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

学習を通して、中国において日常生活で起こりうるさまざまな問題に中国語で対処できるになることを目標とします。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

楽しい授業を目指すために、授業中の積極性を高く評価します。

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

２年生のコミュニケーション中国語 塚本慶一・劉穎／白水社／4-560-06906-9／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

①授業の展開と規則を説明する。②簡単な会話を行い、

受講者のレベルを調べる。

第1回目

第１課「北京に到着」　 ①教科書の内容を学習する；②新しい表現を用いて、会

話練習を行う。

2

第２課「道を尋ねる」　 ①教科書の内容を学習する；②新しい表現を用いて、会

話練習を行う。

3

第３課「買い物」　 ①教科書の内容を学習する；②新しい表現を用いて、会

話練習を行う。

4

第４課「バスに乗る」　 ①教科書の内容を学習する；②新しい表現を用いて、会

話練習を行う。

5

第５課「新しい友達」 ①教科書の内容を学習する；②新しい表現を用いて、会

話練習を行う。

6

第６課「外食」 ①教科書の内容を学習する；②新しい表現を用いて、会

話練習を行う。

7

中間テスト 第１～６課の内容をまとめる。8

第７課「約束」 ①教科書の内容を学習する；②新しい表現を用いて、会

話練習を行う。

9

第８課「友達に電話する」 ①教科書の内容を学習する；②新しい表現を用いて、会

話練習を行う。

10

第９課「郵便局」 ①教科書の内容を学習する；②新しい表現を用いて、会

話練習を行う。

11

第１０課「医者に行く」 ①教科書の内容を学習する；②新しい表現を用いて、会

話練習を行う。

12

第１１「家庭訪問」 ①教科書の内容を学習する；②新しい表現を用いて、会

話練習を行う。

13

第１２「謝恩会」 ①教科書の内容を学習する；②新しい表現を用いて、会

話練習を行う。

14

期末テスト 第７～１２課の内容をまとめる。15

(受講者のレベルに合わせて、進度を変える場合もある)

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 50 ％

日常点 出席情況・宿題のできばえ・授業中の積極性・中間テストの成績50 ％



2006年度シラバス立命館大学

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

参考書 / Reference Books



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

◎何のために中国語を勉強するのか──もちろん中国語を話し、使うためです。この授業は話すことと聞き取ること、つまり発音・暗唱・ヒアリン

グに重点を置いて進めます。

◎会話文だけではなく、すこし長い目の文章を読んで、読解力も養います。

◎今の中国を知り語るために必要な時事用語のいくつかを学習します。

◎テキストで学ぶ内容を通して、中国の文化、習慣、歴史などへの知識と興味を深め、視野を広げます

◎中国の音楽なども聴きます。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

◎中国語中級表現読解

◎この授業は上級の授業です。すでに基礎を勉強し、中国語の発音が正しくできる人が受講してください。

◎試験は授業と宿題で学習した部分から事前に範囲を限定して出題します。授業と宿題の勉強が何よりも大切です。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

◎外国語を身につけるためには授業中の勉強だけでは足りません。この授業では、力をつけるために毎回本文の訳や読み、ヒアリングや暗唱

練習など１時間くらいの宿題があります。

単位数 / Credit 1

中国語上級表現読解I K § 中国語中級 04

担当者名 / Instructor 永井 英美

11561

教科書 / Textbooks

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

◎中国語を聞けて話せる力を向上させる。

◎中国語の文章を読む力をつける。

◎時事用語のいくつかを学び、時事問題にも関心をもつ。

◎中国の文化、習慣、歴史、芸術などへの知識と興味を深め、視野を広げる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

◎新聞、テレビなどでも中国のニュース、情報に注目して、常に関心をもっておいてください。

◎テレビ・ラジオの中国語講座を視聴する、中国語検定に挑戦するなどして、授業以外でも力をつけてゆきましょう。

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

本授業についての説明。第１課 教科書、進め方、評価の基準などについて説明。第１課

会話「中国のゴールデンウィーク」の訳

1

第１課の会話、第１課の長文 第１課会話部分の読みとヒアリング、第１課長文部分の

読解

2

第１課の会話、第２課の会話 第１課会話部分の暗唱、学んだ言い回しを使って学生

同士で会話（ゴールデンウィークの予定などを聞く）、第

２課会話部分「北は日照り、南は冠水の中国」訳

3

第２課の会話、第２課の長文 第２課会話部分の読みとヒアリング、第２課長文部分の

読解

4

第２課の会話 第２課会話部分の暗唱、三峡ダムについて知る。5

第３課の会話 第３課会話部分「中国の一人っ子政策」の訳と読み6

第３課の会話、第３課の長文 第３課会話部分のヒアリング、第３課長文部分の読解７

第３課の会話 第３課会話部分の暗唱、学んだ言い回しを使って会話

（兄弟について、など）

９

第４課の会話 第４課会話部分「中国人の生活の中のお茶」の訳と読

み

１０

第４課の会話、第４課の長文 第４課の会話部分のヒアリング、第４課の長文部分の読

解

１１

第４課の会話 第４課の会話部分の暗唱、中国のお茶について知る１２

発音試験 暗唱と会話１３

筆記試験 ヒアリングによる書き取り、長文の訳１４

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 最終講義試験40％（ヒアリングによる書き取りと長文の訳）+平常点30％（授業態度、宿題ができ

ているか、出席・遅刻などの状況）

70 ％

その他 発音試験（暗唱と会話）30 ％



2006年度シラバス立命館大学

◎教科書は必ず自分で購入したものを使用してください。コピーや人から譲られたものは不可。

◎教科書は各課Ｐａｒｔ１とＰａｒｔ２に分かれていますが、授業ではＰａｒｔ１の方を中心に学びます。

◎教科書の各課とも会話部分と長文部分から成っており、「会話」と「長文」のテーマは共通しているので、「会話」を終えてから長文に進みま

す。

もしくは上と同レベル（七千円くらい）の中日辞典。（辞書は必ず必要です。持っていない場合は、１回目の授業の説明を聞いてから、購入して

ください。） 

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

◎会話力、ヒアリング力、読解力をつけたい人が受講して下さい。

◎特別な理由のない限り、毎回出席をめざしましょう。

◎意欲のある人を歓迎します。単位さえあればよい、という人には向きません。

◎発音も大変重視します。発音の基礎ができている人が受講して下さい。 

＜大切な注意＞

◎授業中携帯等は必ず電源を切って鞄の中にしまってください。時計が必要な場合は腕時計を使用してください。

◎第１回目の授業で更に詳しく授業の進め方や評価の基準などを説明するので、必ず出席してください。

参考書 / Reference Books

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

中国と日本　zhongguo he Riben 村松恵子・董紅俊／白帝社／4-89174-521-5／

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

中日辞典 依藤　醇・小川文昭・三宅登之ほか／小学館／／



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

中国の歴史に根ざす「成語」を学習内容とする。学習方法としては、まず、「成語」を易しく語る文章を読み、言葉遣いと表現を学ぶ。その後、学習

の深化の一環として、各自でインターネットなどを使い、実際の生活において、その「成語」の使い方や用例を調べてきて、学習結果を発表する、

というスタイルである。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

定期試験は行わないが、毎回の発表を重視し、出席率、受講態度などによって総合的に評価する。

随時にプリントを配布する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

授業後の復習と発表の準備を必ず行ってください。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語上級表現読解II K

担当者名 / Instructor 胡 玉華

12460

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

「成語」を学ぶことによって、読んでわかるという読解力だけではなく、実際に使うという表現力の向上も目指す。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

より効果的な学習を目指すために、高いレベルの発表を高く評価する。

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業の展開と規則を説明する。 簡単なリーディングを行い、受講者のレベルを調べる。第１回目

成語」を語る文を導入し、単語と表現を説明する。第２回目

文の朗読、応用練習と各自の学習結果の発表第３回目

第２・３回目と同様なやり方で、２週間１課のペースで進

む。

第４回目～第１５回

目



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

　初級で習得した中国語の基礎を土台に、中国語コミュニケーションのレベルをさらにステップアップさせることを目指します。初歩的な知識が不

十分な学生も心配いりません。すでに初級で学習した箇所を繰り返し復習しながら、新しいものを少しずつ学んで行きます。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

　

　参考書は必要に応じて指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語中級コミュニケーションI K

担当者名 / Instructor 黄 麗華

11059

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

 基礎的な表現および初級から中級にかけての日常会話に挑戦することを目標とします。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

　テキストに備えられたCDを繰り返し聞くように心掛けましょう。

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

中国語スピーキング倶楽部 相原　茂／朝日出版社／4-255-45065-x／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

授業案内　　　発音のポイント総練習1

自己紹介　　隣の人と姓名を尋ねあう　　他人の紹介 紹介2

客を迎える表現　　家族の紹介 家族3

“来・・・”の表現　　　様態補語“得”について 趣味4

まとめて練習5

時刻の言い方　　“快・・・了”について 一日の生活6

“・・・得要死”の表現　　　“可別・・・了”の表現　　曜日の

表現

一週間の生活7

“・・・不了”ついて　　“把”の構文について　 天気8

まとめて練習9

小テスト10

「乗り換え」の言い方　　「近道をする」の言い方　　「地図

をかく」の言い方　　「道順」を説明する言い方

道順11

状況や意向の聞き方　　　「有没有」の使い方 買い物12

「長さ」「重さ」「高さ」の言い方　　 色彩13

総復習14

期末試験15

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 最終講義日の学期末試験40 ％

日常点 受講態度・小テストなど30 ％

その他 出席状況30 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

　初級で習得した中国語の基礎を土台に、中国語コミュニケーションのレベルをさらにステップアップさせることを目指します。初歩的な知識が不

十分な学生も心配いりません。すでに初級で学習した箇所を繰り返し復習しながら、新しいものを少しずつ学んで行きます。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

　

　参考書は必要に応じて指示します。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語中級コミュニケーションII K

担当者名 / Instructor 黄 麗華

11104

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

 基礎的な表現および初級から中級にかけての会話に挑戦することを目標とします。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

　テキストに備えられたCDを繰り返し聞くように心掛けましょう。

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

中国語スピーキング倶楽部 相原　　茂／朝日出版社／4-255-45065-x／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

前期の総復習1

存在を表わす“在”　　場所+“Ｖ着”+モノの表現　　「ちょっ

と～をする」の表現

位置2

“好容易”と“好不容易”の使い方　　“除了・・・”の使い方 旅3

「～しながら～する」の表現　　疑問詞の呼応用法につい

て

暮らし4

各課の練習5

数量補語について　　「なかなか～だ」の表現 夢6

“太・・・了”の表現　　“要是・・・才不”の表現 質問と応答7

“能不能・・・”について　　“比方説・・・”について 勧誘8

各課の練習9

小テスト10

「～しても構わないかどうか」を尋ねる表現　　「あいづち」

の表現

自己主張11

人に何かを頼むときのさまざまな表現　　 依頼12

「道理で～だ」の表現　　「ほんとうに～なんです」の表現 感想13

総復習14

期末試験15

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 最終講義日の期末試験40 ％

日常点 受講態度・小テスト30 ％

その他 出席状況30 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

　プリント教材による映画シナリオの講読を中心に授業を進める。講読の前か後にそのビデオを鑑賞し、ヒアリング力を育てる。講読の際、文法

の復習、基礎固めをめざし、ていねいに読み進める。授業中、可能な限り何度も指名し、各学生の発音をチェックする。

 中国語学習を通して、中国事情の理解を深めるとともに豊かな創造力と想像力を身につけて欲しい。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

文法書をサブ・テキストとし、自宅学習用とする。１冊を1年間でやり終えること。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語中級表現読解I K

担当者名 / Instructor 嶋田 恭子

12573

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

発音をマスターし、辞書さえあれば文章が読める力をつけることを到達目標とする。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

検定試験を受けたい学生は、練習問題等を提出すれば個人的に添削に応じるので、各学生は主体的に学習に取り組んで欲しい。

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Ｗｈｙ？に答える初めての中国語文法書 相原茂等／同学社／／サブ・テキスト（自宅学習用）

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

中国語はじめの一歩 木村英樹／ちくま書房／／

はじめての中国語 相原茂／講談社新書／／

中国語の学び方 相原茂／東方書店／／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

ガイダンス（授業プリント配布・授業内容説明等）第１回

女史十二楽坊自己紹介ビデオ鑑賞とシナリオ講読第２回～４回

映画「城南旧事」ビデオ（一部分）鑑賞とシナリオ講読第５回～８回

映画「我的父親母親」ビデオ鑑賞とシナリオ講読第９回～１３回

漢詩または歌の暗誦テスト第１４回

筆記試験第１５回

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 授業中の発音チェック、漢詩または歌の暗誦、筆記試験100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

中国2005年の一年間の出来事をさまざまな角度から読んでいく。主に読解力の向上を目指す。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

初級中国語を終えた学生を対象とし、主体性ある取り組みを求める。予習、復習は必ずするようにしましょう。

出席重視クラスなので、5回以上欠席すると評価対象外となる。日常点は、出席、発表、最終講義日テストなどからなる。

中日辞書を各自持参すること

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

発表の準備を怠ることなく頑張ってください。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語中級表現読解II K

担当者名 / Instructor 陳 敏

11730

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

辞書を使って、中国語の新聞記事をらくらく読めるような読解力を目指します。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

セレクト10時事中国語2006 三潴正道など／朝日出版社／４－２５５－４５１３４－６／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

人民元切り上げの背景1

中国のニートたち2

日中友好のシンボル3

深刻化する男女のアンバランス4

台湾で簡体字が！5

発表会6

省エネ自動車と節約型社会7

国産旅客機の登場8

大都市こぼれ話9

広告に見る異文化コンフリクト10

身障者の舞踊11

発表会12

総まとめ13

最終講義日テスト14

15

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

レポート 20 ％

日常点 80 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

　プリント教材による映画シナリオの講読を中心に授業を進める。講読の前か後にそのビデオを鑑賞し、ヒアリング力を育てる。講読の際、文法

の復習、基礎固めをめざし、ていねいに読み進める。授業中、可能な限り何度も指名し、各学生の発音をチェックする。

 中国語学習を通して、中国事情の理解を深めるとともに豊かな創造力と想像力を身につけて欲しい。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

文法書をサブ・テキストとし、自宅学習用とする。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 1

中国語中級表現読解III K

担当者名 / Instructor 嶋田 恭子

12633

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

発音をマスターし、辞書さえあれば文章が読める力をつけることを到達目標とする。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

検定試験を受験する学生は、練習問題を提出すれば添削に応じる。各自、積極的に勉強に取り組んで欲しい。

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Ｗｈｙ？に答える初めての中国語文法書 相原茂等／同学社／／サブ・テキスト（自宅学習用）

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

中国語はじめの一歩 木村英樹／ちくま書房／／

初めての中国語 相原茂／講談社新書／／

中国語の学び方 相原茂／東方書店／／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

ガイダンス第１回

映画「愛情麻辣汤」（１部分）鑑賞とシナリオ講読第２回～５回

中国事情のビデオ（教師作成）鑑賞とシナリオ講読第６回～９回

未定第１０回～１３回

漢詩または歌の暗誦テスト第１４回

筆記試験第１５回

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 授業中の発音チェック、漢詩または歌の暗誦、筆記試験100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、読解に重点を置き、中国語中級レベルの読解力の育成を目標とする。各課で基本単語や表現のパターンを学習した上で、そのさま

ざまなパターンを使えるように応用練習する。テキストの勉強を通じて現代中国のさまざまな事情を理解し、中国語の読解力の向上を目指す。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

◎以下のような人が受講してください。○すでに基礎を勉強し、発音が正しくできる人（中国語の発音記号が正しく読める人）。○毎回の出席と授

業の予習・復習がきちんとできる人。勉強の意欲のある人。

出席率、受講態度、期末試験などによって総合的に評価する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

テキストについては１回目の授業で受講生のレベル調査を行い、その調査の結果によってテキストを変更する可能性もある。そして授業の進度

や内容などは受講生のレベルと要望によって調整することもありうる。

単位数 / Credit 1

中国語中級表現読解IV K

担当者名 / Instructor 周 宝玲

10596

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

中国文化散歩 衛よう群、山添秀子等／白帝社／／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

オリエンテーション、受講生実力調査など1

第１課の単語と本文の朗読、翻訳、ポイントの説明、2

第１課の復習、練習問題の確認など3

第２課の単語と本文の朗読、翻訳、ポイントの説明、4

第２課の復習、練習問題の確認など5

第３課の単語と本文の朗読、翻訳、ポイントの説明、6

第３課の復習、練習問題の確認など7

第４課の単語と本文の朗読、翻訳、ポイントの説明、8

第４課の復習、練習問題の確認など9

第５課の単語と本文の朗読、翻訳、ポイントの説明、10

第５課の復習、練習問題の確認など11

第６課の単語と本文の朗読、翻訳、ポイントの説明、12

第６課の復習、練習問題の確認など13

総復習14

テスト15



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

この授業は、読解に重点を置き、中国語中級レベルの読解力の育成を目標とする。各課で基本単語や表現のパターンを学習した上で、そのさま

ざまなパターンを使えるように応用練習する。この授業を受けることによって現代中国の文化、習慣などさまざまな事情を理解し、さらなる中国語

の読解力の向上を目指す。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

◎以下のような人が受講してください。○すでに基礎を勉強し、発音が正しくできる人（中国語の発音記号が正しく読める人）。○毎回の出席と授

業の予習・復習がきちんとできる人。勉強の意欲のある人。

出席率、受講態度、期末試験などによって総合的に評価する。出席を重視する。

テキストは受講生のレベルによって決めたい。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

http://cn.yahoo.com/

その他 / Others

二回で一課のペースで進めるつもりだが、授業の進度と内容などは受講生のレベルと要望によって変更することもありうる。

単位数 / Credit 1

中国語中級表現読解V K

担当者名 / Instructor 周 宝玲

10624

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

オリエンテーション、受講生実力調査など1

テキストの単語と本文の朗読、翻訳、ポイントの説明など2

前回で勉強した内容の復習、練習問題のチェック、応用

練習など

3

テキストの単語と本文の朗読、翻訳、ポイントの説明など4

前回で勉強した内容の復習、練習問題のチェック、応用

練習など

5

テキストの単語と本文の朗読、翻訳、ポイントの説明など6

前回で勉強した内容の復習、練習問題のチェック、応用

練習など

7

テキストの単語と本文の朗読、翻訳、ポイントの説明など8

前回で勉強した内容の復習、練習問題のチェック、応用

練習など

9

テキストの単語と本文の朗読、翻訳、ポイントの説明など10

前回で勉強した内容の復習、練習問題のチェック、応用

練習など

11

テキストの単語と本文の朗読、翻訳、ポイントの説明など12

前回で勉強した内容の復習、練習問題のチェック、応用

練習など

13

総復習14

テスト15



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語の基本的な文法を習得するとともにスペイン語圏の文化ついての知識を身につける。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

該当者のみ

＊日常点評価

授業時に指示する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

スペイン語特別講義 A

担当者名 / Instructor 寺本 あけみ

11172

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

スペイン語の基本的な文法を習得するとともにスペイン語圏の文化ついての知識を身につける。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

該当者のみ

＊日常点評価

授業時に指示する。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

スペイン語特別講義 B

担当者名 / Instructor 寺本 あけみ

11189

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

◎この授業ではテキストに沿って基本から復習し、中国語の基礎的な力をつけます。

◎隔週開講で毎回試験を実施し、前回習ったことを着実に身につけてから次に進みます。

◎前期末には、前期に学んだ中国語は、すべて聴き取れて書き取れ、そして話せることが目標です。毎回の講義及び試験もそれを目指していま

す。

◎試験の内容はすべて、講義及び宿題で学んだ内容です（朗読、暗誦、書き取りほか）。毎回の授業時に次回の試験の　内容を連絡します。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

該当者のみ◎以下のことができる人が受講してください。

○毎回の授業にきちんと出席でき、毎回の宿題および試験の準備ができる人。

○特に第一回目の欠席は、やむをえない正当な理由がある場合を除いて認められないので、注意してください。

○授業中、携帯等は必ず電源を切ってバッグに入れておく。（時計が必要なら、腕時計をもつこと。）

○辞書をまだ持っていない人は、一回目の説明を聞いてから購入してください。

◎以下の①②③の総合評価。しかしまずは出席です。出席しないと試験も受けられません。①隔週講義の際、毎回実施される試験の成績の

合計　②出席状況と授業態度及び宿題への取り組み　③最終講義試験

◎テキストは必ず購入すること（立命生協）。コピーの場合、単位は認定しません。

 

 

辞書を入手してください

『中日辞典』もしくは『プログレッシブ中国語辞典』いずれも小学館

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

１，予習：単語の意味をあらかじめ確認してくる。

２，復習：教科書本文を繰り返し読み、課題として出す会話練習をする。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

中国語特別講義 A

担当者名 / Instructor 鷲尾 祐子

11175

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

１，基本的な中国語の発音を身につけ、発音記号が読めるようになる。

２，基本的な文法と文型を学び、学んだ範囲の重要事項を応用して、聞いて話すことができるようになる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

北京上海リスニング・ツアー 相原茂／朝日出版社／4-255-45030-7 C1087／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

発音の基礎を復習し、確実に身につける４月１１

同上４月２５日

テキストを文法⇒本文⇒応用の順で勉強する５月９日

同上５月２３日

同上６月６日

同上６月２０日

同上７月４日

まとめ試験７月１８日

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 50 ％

日常点 50 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

◎この授業ではテキストに沿って基本から復習し、中国語の基礎的な力をつけます。

◎隔週開講で毎回試験を実施し、前回習ったことを着実に身につけてから次に進みます。

◎前期末には、前期に学んだ中国語は、すべて聴き取れて書き取れ、そして話せることが目標です。毎回の講義及び試験もそれを目　指してい

ます。

◎試験の内容はすべて、講義及び宿題で学んだ内容です（朗読、暗誦、書き取りほか）。毎回の授業時に次回の試験の　内容を連絡します。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

該当者のみ◎以下のことができる人が受講してください。

○毎回の授業にきちんと出席でき、毎回の宿題および試験の準備ができる人。

○特に第一回目の欠席は、やむをえない正当な理由がある場合を除いて認められないので、注意してください。

○授業中、携帯等は必ず電源を切ってバッグに入れておく。（時計が必要なら、腕時計をもつこと。）

○辞書をまだ持っていない人は、一回目の説明を聞いてから購入してください。

◎以下の①②③の総合評価。しかしまずは出席です。出席しないと試験も受けられません。①隔週講義の際、毎回実施される試験の成績の

合計　②出席状況と授業態度及び宿題への取り組み　③最終講義試験

◎テキストは必ず購入すること（立命生協）。コピーの場合、単位は認定しません。

『中日辞典』もしくは『プログレッシブ中国語辞典』いずれも小学館

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

１，単語の意味をあらかじめ確認してくる。

２，教科書本文を繰り返し読み、課題として出す会話練習をする。

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

中国語特別講義 B

担当者名 / Instructor 鷲尾 祐子

11193

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

１，基本的な中国語の発音を身につけ、発音記号が読めるようになる。

２，基本的な文法と文型を学び、学んだ範囲の重要事項を応用して、聞いて話すことができるようになる。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

とにかく授業に来て、中国語の復習にとりくんでください。

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

話す中国語　スリム版 董燕・遠藤光暁／朝日出版社／4-255-45048-X C1087／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

発音の基礎を復習し、確実に身につける９月２６日

同上１０月１０日

テキストを文法⇒本文⇒応用の順で勉強する１０月２４日

同上１１月７日

同上１１月２１日

同上１２月５日

同上１２月１９日

試験１月１６日

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 50 ％

日常点 50 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

ハングルを習い始めた初歩の段階。母音・子音の修得と発音の練習に始まり、挨拶言葉、ハングルのごく短い文を読み、書き、聞き取ることがで

きるようにする。ハングル検定、5級の合格を目指す。授業ごとに課題を与え、講義は隔週（8回）、講義日に小テストを行う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

該当者のみ

＊日常点評価

成績評価は合格の場合、原則として「Ｃ」、不合格の場合「Ｆ」とする

油谷幸利他『朝鮮語辞典』(小学館)

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

朝鮮語特別講義 A

担当者名 / Instructor 金 河元

11176

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

やさしいハングル 梁貞模・盧載玉／新幹社／ISBN4-88400-043-0／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

文字と発音（母音）1

文字と発音（子音、パッチム）2

発音の変化3

指定詞と存在詞を使った平叙文・否定文4

丁寧形5

疑問詞と数字6

用言の否定形7

試験8

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 最終講義試験をふくむ100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

ハングルを習い始めた初歩の段階。母音・子音の修得と発音の練習に始まり、挨拶言葉、ハングルのごく短い文を読み、書き、聞き取ることがで

きるようにする。ハングル検定、4級の合格を目指す。

授業ごとに課題を与え、講義は隔週（8回）、講義日に小テストを行う。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

該当者のみ

＊日常点評価

成績評価は合格の場合、原則として「Ｃ」、不合格の場合「Ｆ」とする。

油谷幸利他『朝鮮語辞典』(小学館)

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

朝鮮語特別講義 B

担当者名 / Instructor 金 河元

11194

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

やさしいハングル 梁貞模・盧載玉／新幹社／／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

文字と発音（母音）1

文字と発音（子音・パッチム）2

発音の変化3

指定詞・存在詞を使った平叙文・否定文4

丁寧形5

疑問詞と数詞6

用言の否定形7

試験8

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 最終講義試験をふくむ100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

ドイツ語検定４級程度の力がつくことが目標です。

毎回小テストを行います。

授業日は隔週で、4/10, 4/24, 5/8, 5/22, 6/5, 6/19, 7/3, 7/17の８回です。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

特になし

授業の進め方は、まず前回の分の小テスト。授業の前半で、一章を終える。授業時間の半ばに休憩をとってZDFを見、ドイツの歌を聴く。授業

の後半で、もう一章を終える、という感じです。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

ドイツ語特別講義 A

担当者名 / Instructor 大西 光弘

10611

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

授業の間に休憩を取り、ドイツのニュース（ZDF）を見、ドイツの歌を紹介などしますので、興味を持ってドイツ語と接してください。楽しくレベルアッ

プしてください。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

CDエクスプレス　ドイツ語 小塩節／白水社／／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

教科書１，２章１回目

３，４章２

５，６章３

７，８章４

９，１０章５

１１，１２章６

１３，１４章７

最終講義試験８

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 日常の小テスト５０％、最終講義試験５０％100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

ドイツ語検定４級程度の力がつくことが目標です。

毎回小テストを行います。

授業日は隔週で、10/2, 10/16, 10/30, 11/13, 11/27, 12/11, 12/18, 1/15 の８回です。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

ドイツ語特別講義 B

担当者名 / Instructor 大西 光弘

10646

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

授業の間に休憩を取り、ドイツのニュース（ZDF）を見、ドイツの歌を紹介などしますので、興味を持ってドイツ語と接してください。楽しくレベルアッ

プしてください。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

授業の方法としては、まず前回の分の小テスト。授業の前半で、一章を終える。授業時間の半ばに休憩をとってZDFを見、ドイツの歌を聴く。授業

の後半で、もう一章を終える、という感じです。

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

CDエクスプレス　ドイツ語 小塩節／白水社／／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

教科書１，２章１回目

３，４章２

５，６章３

７，８章４

９，１０章５

１１，１２章６

１３，１４章７

最終講義試験８

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 毎回の称試験５０％、最終講義試験５０％100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

毎回、予定の学習項目にそって文法の説明と練習問題を行ない（1時間程度）、その後それを復習し、授業の最後に小テストを実施する。

ただし最後の回は予備日として、それまで受けていない回の小テストを受けることができるようにする。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

プリントを用意する。以下のサイトに講義内容はアップしているので、欠席したらこちらからプリントアウトするなどして、自習しておくこと。

http://www.osk.3web.ne.jp/~nityshr/ritsumei/index.htm

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

フランス語特別講義 A

担当者名 / Instructor 内藤 義博

11173

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

フランス語基礎（仏検４級程度）学力を習得することを目標とする。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

ガイダンス、名詞、冠詞、形容詞、指示形容詞、所有形容

詞、avoir, etre

4月11日

主語人称代名詞、否定文の作り方、疑問文の作り方、数

詞、er動詞、finir, faire

4月25日

近接未来、近接過去、非人称表現、前置詞と冠詞の縮

約、aller, venir

5月9日

疑問詞を使った疑問文の作り方、比較級、最上級5月23日

部分冠詞、中性代名詞(en, y, le)、vouloir, mettre, prendre6月6日

補語人称代名詞、代名動詞、connaitre, pouvoir, savoir6月20日

複合過去形7月4日

予備日（受けていない回の小テストを受ける）7月18日

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 授業の最後に実施する小テストの合計を１００点に換算して判定する。100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

毎回、予定の学習項目にそって文法の説明と練習問題を行ない（1時間程度）、その後それを復習し、授業の最後に小テストを実施する。

ただし最後の回は予備日として、それまで受けていない回の小テストを受けることができるようにする。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

プリントを用意する。以下のサイトに講義内容はアップしているので、欠席したらこちらからプリントアウトするなどして、自習しておくこと。

http://www.osk.3web.ne.jp/~nityshr/ritsumei/index.htm

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

フランス語特別講義 B

担当者名 / Instructor 内藤 義博

11190

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

フランス語基礎（仏検４級程度）学力を習得することを目標とする。 

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

ガイダンス、名詞、冠詞、形容詞、指示形容詞、所有形容

詞、avoir, etre

9月26日

主語人称代名詞、疑問文の作り方、否定文の作り方、数

詞、er動詞、finir, faire

10月10日

近接未来、近接過去、非人称表現、前置詞と冠詞の縮

約、aller, venir

10月24日

疑問詞を使った疑問文の作り方、比較級、最上級11月7日

部分冠詞、中性代名詞(en, y, le)、vouloir, mettre, prendre11月21日

補語人称代名詞、代名動詞、connaitre, pouvoir, savoir12月5日

複合過去形12月19日

予備日（受けていない回の小テストを受ける）1月16日

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

日常点 毎回授業の最後に実施する小テストの合計を１００点に換算して判定する。100 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

ドイツ語を少し学び（授業の前半）、ドイツの文化についても親しんでもらう（授業の後半）という授業です。

ワールドカップもありますし、ドイツは今年は少し身近な国になるでしょう。

ドイツに関する事柄（題は自由）について、２回、レポートを書いてもらいます。

最終講義試験で、ついたドイツ語の力を拝見。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

教科書は使いません。プリントをこちらから配ります。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

西ヨーロッパの言語 A

担当者名 / Instructor 大西 光弘

12262

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

ドイツ語検定４級程度のドイツ語力と、ドイツについての一般的知識を身につける。

楽しくドイツと親しんでください。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

毎回のスケジュール 授業の前半はドイツ語の時間。

授業の中ほどに休憩時間を入れて、ドイツのニュースを

見てもらいます。

授業の後半はドイツ文化の時間。地理、歴史、音楽、哲

学、スポーツetc. etc. できるだけビデオなども使って、ド

イツの情報を提供したく思います。

長期的なスケジュール

授業前半のドイツ語については、プリントを配り、毎回１章

ずつ進んでゆきます。

授業後半のドイツ文化については、皆さんの希望なども

聞きながら、地理、歴史、音楽、哲学、スポーツなどの分

野を順番に紹介します。

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

レポート 二回のレポートの分。ドイツ文化の知識の評価です。50 ％

日常点 最終講義試験の分。ドイツ語の評価です。50 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

英語など他のヨーロッパ語と比較対照しながら、フランス語の基本的特徴を学んでいきます。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

西ヨーロッパの言語 B

担当者名 / Instructor 永都 軍三

12267

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

フランス語の基本的特徴を理解することが目標です。

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ヴィット　フェ　・　ビヤン　フェ！ 安田悦子／白水社／／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

発音（１）1

発音（２）2

名詞の性と数3

冠詞4

動詞etreとavoir5

形容詞の性と数6

規則動詞の活用7

疑問文8

疑問形容詞と疑問代名詞9

不規則動詞の活用10

指示形容詞と所有形容詞11

動詞の命令形12

補語人称代名詞13

最終講義日試験14

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 60 ％

日常点 出席状況と小テスト（３回以上おこないます）。40 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

当講義は語学単位回復科目として設定されている。中国語学習体験のない学生をも対象として、中国語、アジア文化の理解を目指す。中国語の

基礎的知識の把握にくわえ、初歩レベルの中国語会話練習をとりいれ、中国語に対する理解を求める。また教材・映像を活用しながらのアジア

文化との接触を通して、受講生のアジア理解を深めるものとする。日中間の歴史認識の違いについても、比較検討する。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

第1回授業の前に、総括的導入講義を実施します。詳細は別途掲示等で案内します。

単位数 / Credit 2

東アジアの言語 A

担当者名 / Instructor 鈴木 常勝

12289

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

書名 / Title 出版社・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディアとしての紙芝居 鈴木常勝／久山社／／

大路(タールー)朝鮮人の上海電影皇帝 鈴木常勝／新泉社／４-７８７７-９４０６-x／

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

～７回　中国語の声調（アクセント）と巻き舌音の特徴を身

に着けるために、小学生用の朗読文、歌謡曲、数字、地

名を用いて練習する。

1

８～１４回　「日中戦争とメディア」「日中両国の歴史認識

のズレ」をテーマに、日中戦争下の中国抗日映画と日本

国策紙芝居を資料として取り上げ、論議する。中国人留

学生とも話し合う。

2

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

レポート 50 ％

日常点 50 ％



2006年度シラバス立命館大学

授業の概要 / Course Description

1.韓国・北朝鮮の言語と文化・歴史について学ぶ。

2.NHK-BSニュースを通じて、朝鮮半島で今起きていることを解説する。

3.挨拶言葉を中心に、朝鮮語の初歩的な文法およびコミュニケーション能力を身につける。

履修しておくことが望まれる科目 / Courses which students are recommened to enrolle in, but not requiered to

割合などは若干、変更の可能性もあります。

テキストはありません。

(学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Out of class assignment
(大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / Course Style

参考になる WWW ページ / Internet Websites related to the Course 

その他 / Others

単位数 / Credit 2

東アジアの言語 B

担当者名 / Instructor 盧 載玉

12303

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

授業スケジュール / Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 / Focus and Goal

受講生および研究に関するアドバイス / Advice regarding students and/or research 

テーマ / Theme キーワード / Key Word授業日（第N回）

初回に詳しく説明します。1

種別 / Kind 割合 / Percentage 評価基準等 / Grading Criteria etc.

定期試験 70 ％

日常点 三回程度、小テストを実施する。30 ％


