
共 通 科 目

【準備学修に必要な学修時間の目安】
　授業は、講義、演習、実験、実習又は実技のいずれかにより、又はこれらの併用により行われ、

セメスター当たり15回（週）実施することを基本としています。なお、一部の授業科目は、集中講

義で実施することもあります。

　単位は学習量を表すもので、以下のとおり構成されますので、学修時間の目安にしてください。

1 単位の授業科目は、45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし
ています。 1 単位の修得に必要となる学修時間の目安は、「講義・演習」については15
～30時間の授業および授業時間外学修（予習・復習など）30～15時間、「実験、実習及
び実技」については30～45時間の授業および授業時間外学修（予習・復習など）15～ 0
時間です。
One-credit courses require 45 hours of study. In lecture and exercise-based classes, 
one credit consists of 15-30 hours of class time and 30-15 hours of preparation and 
review outside of class. In laboratory, practical training, and practical skill classes, one 
credit consists of 30-45 hours of class time and 15-0 hours of preparation and review 
outside of class.

共 通 科 目





─ 3 ─

外国語
初修語（フランス語）
展開フランス語Ⅲ－ 1

外国語

展開フランス語Ⅲ－ 1
火 4　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：深井　陽介　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．開講セメスター： 3年次第 1
クォーター．科目ナンバリング：ZCF-FRE209J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  フランス語中・上級

2 ．授業の目的と概要：
　　・  既にフランス語を 2年程度学び、フランス語検定準 2級レベルに達している学生が、さらにレベルアップを図りDELFの B 1 、

仏検 2級レベルに達する為に、総合的な語学力を育成します。
　　・  実際フランス社会で使われている「本物のフランス語」を読み、内容を詳しく分析していきます。
　　・  自分の意思を伝え、ある程度複雑な意見交換ができる程度のコミュニケーション能力を身につけます。
　　・  複眼的視点を身に付けるとともに、主体的に外国語・異文化を知ろうとする姿勢も身に付けます。
　　・  質疑応答を含むプレゼンテーションができるようにするため、フランス語の原稿を準備します。

展開フランス語Ⅲ－ 2

展開フランス語Ⅲ－ 2
火 4　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：深井　陽介　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．開講セメスター： 3年次第 2
クォーター．科目ナンバリング：ZCF-FRE210J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  フランス語中・上級

2 ．授業の目的と概要：
　　・  既にフランス語を 2 年程度学び、フランス語検定準 2 級レベルに達している学生が、さらにレベルアップを図り仏検 2 級・

DELF B 1 レベルに達する為に必要な語学力を身につけます。
　　・  実際フランス社会で使われている「本物のフランス語」を読み、内容を細かく分析します。
　　・  自分の考えを伝え、その内容に関して質疑応答ができるコミュニケーション能力を身につけます。
　　・  複眼的視点を身に付けるとともに、主体的に外国語・異文化を知ろうとする姿勢も身に付けます。
　　・  まとまった内容のプレゼンテーションを準備する為、フランス語で原稿を完成させます。
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展開フランス語Ⅳ－ 2

展開フランス語Ⅳ－ 2
火 4　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：深井　陽介　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．開講セメスター： 3年次第 4
クォーター．科目ナンバリング：ZCF-FRE212J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  フランス語中・上級

2 ．授業の目的と概要：
　　・  既にフランス語を 2 年半程度学び、フランス語検定準 2 級レベルに達している学生が、さらにレベルアップを図り仏検 2 級・

DELF B 1 レベルに達するのに必要な語学力を育成します。
　　・  フランスで最も権威ある文学賞、ゴンクール賞の最終選考に選ばれている小説を読み、内容を分析していきます。
　　・  フランス語で自分の考えを伝え、複雑な意見交換ができるコミュニケーション能力を身につけます。
　　・  複眼的視点を身に付けるとともに、主体的に外国語・異文化を知ろうとする姿勢を身に付けます。
　　・  国内のフランス語による弁論大会に参加し、自分の考えを発表するとともに質疑応答にもこたえられる応答力を身につけます。

展開フランス語Ⅳ－ 1

展開フランス語Ⅳ－ 1
火 4　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：深井　陽介　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．開講セメスター： 3年次第 3
クォーター．科目ナンバリング：ZCF-FRE211J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  フランス語中・上級

2 ．授業の目的と概要：
　　・  既にフランス語を 2年程度学び、フランス語検定準 2級レベルに達している学生が、さらにレベルアップを図りB 1 レベルに達

する為に必要な語学力を身につけます。
　　・  フランスで最も権威ある文学賞、ゴンクール賞の最終選考に選ばれている小説を読み、内容を詳しく分析していきます。
　　・  フランス語で自分の考えを伝え、複雑な意見交換ができる程度のコミュニケーション能力を身につけます。
　　・  複眼的視点を身に付けるとともに、主体的に外国語・異文化を知ろうとする姿勢を身に付けます。
　　・  国内の弁論大会に産する為、フランス語で書いた原稿に基づいて発表と質疑応答の練習をします。
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展開ロシア語Ⅲ－ 2

展開ロシア語Ⅲ－ 2
金 4　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：柳田　賢二　所属部局等：東北アジア研究センター．開講セメスター： 3年次第 2クォー
ター．科目ナンバリング：ZCF-RUS210J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  上級ロシア語Ⅰ－ 2
　　  Advanced Course of Russian Grammar for Japanese-speaking Students I-2

2 ．授業の目的と概要：
　　  まず、動詞の「完了体」と「不完了体」の一般的意味と個別的意味および体と時制の関係について学び、次に、不完了体動詞に接
頭辞を付加すると動詞に接頭辞の意味が付加されるだけでなく完了体となってしまうことおよび完了体動詞から同じ意味の不完了
体を派生するためには接尾辞により語幹を延長することを学ぶ。

　　  次に、「体」とは似て非なる文法カテゴリーである運動（移動）の動詞の「定動詞」と「不定動詞」の意味上の違いを学ぶ。「関係
代名詞」に対する正しい理解を身につける。また、主に時間・時刻および暦年の表現を題材にして個数詞および順序数詞を学ぶと
ともに、「数詞と名詞の結合」の規則と数詞を用いた表現を身につける。ロシア語の個数詞は英仏語等と違って形容詞的ではなく、
決して名詞の複数主格形と結びつかないのでこれはとりわけ重要である。

　　  またその上で名詞の複数生格の形式について全てのケースを細かく学ぶ。次に、動詞の体について、運動の動詞に接頭辞を付けて
派生した動詞における体という特殊なケースを学ぶ。次に暦年および月日という重要な表現を学び、また暦年および時間に関係す
る「（年／月／日／時／分）に」をそれぞれどう表現するかを学ぶ。同時に、語形変化に注意しつつ文法的意味を確認しながら正
確にロシア語の文章を読む訓練をする。

初修語（ロシア語）
展開ロシア語Ⅲ－ 1

展開ロシア語Ⅲ－ 1
金 4　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：柳田　賢二　所属部局等：東北アジア研究センター．開講セメスター： 3年次第 1クォー
ター．科目ナンバリング：ZCF-RUS209J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  上級ロシア語Ⅰ－ 1
　　  Advanced Course of Russian Grammar for Japanese-speaking Students I-1

2 ．授業の目的と概要：
　　  まず、動詞の「完了体」と「不完了体」の一般的意味と個別的意味および体と時制の関係について学び、次に、不完了体動詞に接
頭辞を付加すると動詞に接頭辞の意味が付加されるだけでなく完了体となってしまうことおよび完了体動詞から同じ意味の不完了
体を派生するためには接尾辞により語幹を延長することを学ぶ。

　　  次に、「体」とは似て非なる文法カテゴリーである運動（移動）の動詞の「定動詞」と「不定動詞」の意味上の違いを学ぶ。「関係
代名詞」に対する正しい理解を身につける。また、主に時間・時刻および暦年の表現を題材にして個数詞および順序数詞を学ぶと
ともに、「数詞と名詞の結合」の規則と数詞を用いた表現を身につける。ロシア語の個数詞は英仏語等と違って形容詞的ではなく、
決して名詞の複数主格形と結びつかないのでこれはとりわけ重要である。

　　  またその上で名詞の複数生格の形式について全てのケースを細かく学ぶ。次に、動詞の体について、運動の動詞に接頭辞を付けて
派生した動詞における体という特殊なケースを学ぶ。次に暦年および月日という重要な表現を学び、また暦年および時間に関係す
る「（年／月／日／時／分）に」をそれぞれどう表現するかを学ぶ。同時に、語形変化に注意しつつ文法的意味を確認しながら正
確にロシア語の文章を読む訓練をする。
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展開ロシア語Ⅳ－ 2

展開ロシア語Ⅳ－ 2
金 4　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：柳田　賢二　所属部局等：東北アジア研究センター．開講セメスター： 3年次第 4クォー
ター．科目ナンバリング：ZCF-RUS212J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  上級ロシア語Ⅱ－ 2
　　  Advanced Course of Russian Grammar for Japanese-speaking Students II-2

2 ．授業の目的と概要：
　　  動詞の仮定法、不完了体動詞の受動態、形容詞の比較級や絶対最上級など中級文法に属する項目を終え、さらに上級文法のうち標
準的難易度のロシア語原文を読むために必要不可欠な項目を学ぶ。これらを終えたらすぐにドストエフスキー『白夜』の原文から
難易度を落とさず冗長部分をカットしたテキストを読み始める。これまでと同様に徹底して語形変化に注意しつつ、文法的意味を
丁寧に確認しながら正確にロシア語の文章を読む訓練をする。

展開ロシア語Ⅳ－ 1

展開ロシア語Ⅳ－ 1
金 4　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：柳田　賢二　所属部局等：東北アジア研究センター．開講セメスター： 3年次第 3クォー
ター．科目ナンバリング：ZCF-RUS211J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  上級ロシア語Ⅱ－ 1
　　  Advanced Course of Russian Grammar for Japanese-speaking Students II-1

2 ．授業の目的と概要：
　　  動詞の仮定法、不完了体動詞の受動態、形容詞の比較級や絶対最上級など中級文法に属する項目を終え、さらに上級文法のうち標
準的難易度のロシア語原文を読むために必要不可欠な項目を学ぶ。これらを終えたらすぐにドストエフスキー『白夜』の原文から
難易度を落とさず冗長部分をカットしたテキストを読み始める。これまでと同様に徹底して語形変化に注意しつつ、文法的意味を
丁寧に確認しながら正確にロシア語の文章を読む訓練をする。



─ 7 ─

展開中国語Ⅲ－ 2

展開中国語Ⅲ－ 2
木 4　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：井上　浩一　所属部局等：．開講セメスター： 3年次第 2クォーター．科目ナンバリング：
ZCF-CHN210J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  展開中国語Ⅲ
　　  Intermediate Chinese Ⅲ

2 ．授業の目的と概要：
　　  一年次、二年次で習得した語彙と文法を確認し、中国語検定試験などに必要なスキルを磨く。
　　  Confirm  the  vocabulary  and  grammar  acquired  in  the  first  and  second  years,  and  hone  the  skills  required  for  the  Chinese 
Language Proficiency Test and other examinations.

初修語（中国語）
展開中国語Ⅲ－ 1

展開中国語Ⅲ－ 1
木 4　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：井上　浩一　所属部局等：．開講セメスター： 3年次第 1クォーター．科目ナンバリング：
ZCF-CHN209J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  展開中国語Ⅲ
　　  Intermediate Chinese Ⅲ

2 ．授業の目的と概要：
　　  一年次、二年次で習得した語彙と文法を確認し、中国語検定試験などに必要なスキルを磨く。
　　  Confirm  the  vocabulary  and  grammar  acquired  in  the  first  and  second  years,  and  hone  the  skills  required  for  the  Chinese 
Language Proficiency Test and other examinations.
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展開中国語Ⅳ－ 2

展開中国語Ⅳ－ 2
木 4　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：井上　浩一　所属部局等：．開講セメスター： 3年次第 4クォーター．科目ナンバリング：
ZCF-CHN212J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  展開中国語Ⅳ
　　  Intermediate Chinese Ⅳ

2 ．授業の目的と概要：
　　  展開中国語Ⅲに引き続き、一年次、二年次で習得した語彙と文法を確認し、中国語検定試験などに必要なスキルを磨く。
　　  Confirm  the  vocabulary  and  grammar  acquired  in  the  first  and  second  years,  and  hone  the  skills  required  for  the  Chinese 
Language Proficiency Test and other examinations.

展開中国語Ⅳ－ 1

展開中国語Ⅳ－ 1
木 4　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：井上　浩一　所属部局等：．開講セメスター： 3年次第 3クォーター．科目ナンバリング：
ZCF-CHN211J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  展開中国語Ⅳ
　　  Intermediate Chinese Ⅳ

2 ．授業の目的と概要：
　　  展開中国語Ⅲに引き続き、一年次、二年次で習得した語彙と文法を確認し、中国語検定試験などに必要なスキルを磨く。
　　  Confirm  the  vocabulary  and  grammar  acquired  in  the  first  and  second  years,  and  hone  the  skills  required  for  the  Chinese 
Language Proficiency Test and other examinations.
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展開朝鮮語Ⅲ－ 2

展開朝鮮語Ⅲ－ 2
木 4　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：金　鉉哲　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．開講セメスター： 3年次第 2クォー
ター．科目ナンバリング：ZCF-KOR210J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  発展韓国語（2）
　　  Upper-Intermediate Korean（2）

2 ．授業の目的と概要：
　　  韓国文化についてのテキストを読み、「基礎朝鮮語Ⅰ・Ⅱ」と「展開朝鮮語Ⅰ・Ⅱ」で学習しなかった表現や文法事項を学習する。
　　  単なる韓国語の習得だけではなく、比較文化的な観点から異文化（韓国）についても理解を深める。
　　  The main aims of  this course are  to read  the  text about Korean culture and  learn  the expressions and grammar  items  that 
were not covered in "Basic Korean I and II" and "Developed Korean I and II."

　　  In addition to just learning the Korean language, this course will also deepen the student’s understanding of other cultures from 
a comparative cultural point of view.

初修語（朝鮮語）
展開朝鮮語Ⅲ－ 1

展開朝鮮語Ⅲ－ 1
木 4　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：金　鉉哲　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．開講セメスター： 3年次第 1クォー
ター．科目ナンバリング：ZCF-KOR209J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  発展韓国語（1）
　　  Upper-Intermediate Korean（1）

2 ．授業の目的と概要：
　　  韓国文化についてのテキストを読み、「基礎朝鮮語Ⅰ・Ⅱ」と「展開朝鮮語Ⅰ・Ⅱ」で学習しなかった表現や文法事項を学習する。
　　  単なる韓国語の習得だけではなく、比較文化的な観点から異文化（韓国）についても理解を深める。
　　  The main aims of  this course are  to read  the  text about Korean culture and  learn  the expressions and grammar  items  that 
were not covered in "Basic Korean I and II" and "Developed Korean I and II."

　　  In addition to just learning the Korean language, this course will also deepen the student’s understanding of other cultures from 
a comparative cultural point of view.
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展開朝鮮語Ⅳ－ 2

展開朝鮮語Ⅳ－ 2
木 4　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：金　鉉哲　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．開講セメスター： 3年次第 4クォー
ター．科目ナンバリング：ZCF-KOR212J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  発展韓国語（4）
　　  Upper-Intermediate Korean（4）

2 ．授業の目的と概要：
　　  韓国文化についてのテキストを読み、「基礎朝鮮語Ⅰ・Ⅱ」と「展開朝鮮語Ⅰ・Ⅱ」で学習しなかった表現や文法事項を学習する。
　　  単なる韓国語の習得だけではなく、比較文化的な観点から異文化（韓国）についても理解を深める。
　　  The main aims of  this course are  to read  the  text about Korean culture and  learn  the expressions and grammar  items  that 
were not covered in "Basic Korean I and II" and "Developed Korean I and II."

　　  In addition to just learning the Korean language, this course will also deepen the student’s understanding of other cultures from 
a comparative cultural point of view.

展開朝鮮語Ⅳ－ 1

展開朝鮮語Ⅳ－ 1
木 4　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：金　鉉哲　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．開講セメスター： 3年次第 3クォー
ター．科目ナンバリング：ZCF-KOR211J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  発展韓国語（3）
　　  Upper-Intermediate Korean（3）

2 ．授業の目的と概要：
　　  韓国文化についてのテキストを読み、「基礎朝鮮語Ⅰ・Ⅱ」と「展開朝鮮語Ⅰ・Ⅱ」で学習しなかった表現や文法事項を学習する。
　　  単なる韓国語の習得だけではなく、比較文化的な観点から異文化（韓国）についても理解を深める。
　　  The main aims of  this course are  to read  the  text about Korean culture and  learn  the expressions and grammar  items  that 
were not covered in "Basic Korean I and II" and "Developed Korean I and II."

　　  In addition to just learning the Korean language, this course will also deepen the student’s understanding of other cultures from 
a comparative cultural point of view.
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