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甲南大学 社会人講習会『言語講座』 
 

講 義 内 容 
<２０１８．９～２０１８．１２ > 

 

初級英会話①②クラス            中国語会話初級クラス 

中級英会話③④クラス            中国語会話中級クラス 

ドイツ語会話入門クラス            中国語会話上級クラス 

ドイツ語会話中級クラス            韓国語入門者クラス 

ドイツ語会話上級クラス            韓国語既習者クラス 

フランス語初級クラス             韓国語上達者クラス 

フランス語会話中級クラス          韓国語熟達者クラス 

フランス語会話上級クラス 
 

英会話（初級①②・中級③④）クラス 

【初級英会話①クラス－Bodner David 講師・②クラス－Daniel Mullins 講師】 

In this course, students will have fun actively learning and using English. Each lesson will 

contain clear objectives regarding grammar, vocabulary, pronunciation, and listening. Students 

will have conversations on a variety of everyday topics including their lives, daily routines, 

interests, etc. In addition, they will practice various social and travel situations, such as 

talking about families, discussing sports and fitness, talking about free-time, describing a 

neighborhood, etc. By the end of each lesson, students should be able to use the English they have 

studied with relative ease. And by the end of the course, they should see an overall improvement 

in their English ability. 

 

このコースでは、英語を楽しく学んで、使えるように練習します。各レッスンは、文法、語彙、発音、

リスニングに関して明確な目標をもって行われており、学習者は日常生活や関心事など様々なトピックに

ついて会話します。その上、家族、スポーツや健康、自由な時間の過ごし方や住んでいる地域に関する様々

な状況についても話し、普段の生活や旅行の際にも上手く会話できるように練習します。毎回レッスンの

終わりには、学習したことが比較的うまく話せるようになります。コースの終了時には英語力が全体的に

伸びるでしょう。 
 

テキスト： ①クラス『Smart Choice 1, 3rd Edition 』(from unit 10)                   （Oxford） 

②クラス『World Wide English on DVD Volume 1-Revised Edition-』(from unit 8,p50) （Seibido） 

 

【中級英会話③クラス－Bodner David 講師・④クラス－Daniel Mullins 講師】 

Students in this course will use English to talk about themselves, their lives, and their ideas 

and opinions. The focus will be on everyday English used by native speakers. Each lesson will have 

clear objectives regarding grammatical structures, vocabulary areas, listening and speaking skills, 

and pronunciation practice. Sample topics include talking about different cultures, overseas travel, 

everyday problems, the environment and education. Students will be able to comfortably, and fluently 

use the English they have studied to create their own conversations on a variety of interesting 

topics. 
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このコースでは、自分自身の生活や考え方などを英語で話します。ネイティヴ・スピーカーが使う日常

的な英語を中心に、文法、語彙、リスニングやスピーキング、発音に関して明確な目的をもって練習しま

す。異文化や海外旅行、日常的な社会問題、環境や教育について話をしたりします。受講者の皆さんが、

各自関心のある様々なトピックについて、楽しく、流暢に英語で会話ができるようになることを目指して

います。 
 

テキスト：  ③クラス『Breakthrough Plus 4』 (from unit 10)                 （Macmillan）             

 ④クラス『Which side are you on?』(from unit 6,p31)            （Seibido） 

 

ドイツ語（入門・中級・上級）クラス 

【ドイツ語会話入門クラス－大澤 三枝子 講師・Barbara Suita 講師】 2018 年度前期の続き 

 ドイツ語を初歩から学ぶクラスです。この講座は、前期からスタートし、教科書の 3 課まで進みました。 

学習範囲は、簡単な挨拶と、ごく初歩的な文法（動詞の人称変化）でしたので、少し学習した方だけでな

く、ドイツ語を意欲的にスタートしたい方も参加できる進度です。外国語の学習というのは、場面を想定

して学び、声に出して用いることに楽しさがあります。このクラスでは、パートナーと組んでお互いに簡

単な挨拶や自己紹介を楽しくできるように授業を進めていきます。前半の４５分は日本人講師とともに文

の意味や構造を学びます。単に文法やキーセンテンスを暗記するのではなく、ドイツ語への理解を広げて

いきます。そしてペア・ワークで学んだ会話文を定着させていきます。後半４５分では、それをドイツ人

講師との会話練習によって実践することにより、ドイツ語で表現する喜びが実感できることでしょう。ま

たドイツの文化を楽しく学ぶ機会でもあります。 

 

 テキスト：『 Menschen A1-１ 』 Kursbuch und Arbeitsbuch Lektion 4 から     (Hueber）   

 

 

【ドイツ語会話中級クラス－大澤 三枝子 講師・Barbara Suita 講師】 2018 年度前期の続き 

前期から継続の方に限らず、ドイツ語を２年以上学習された方のためのクラスです。今まで学んだ基本

的な文法知識を土台として、「聞く」「話す」「読む」「書く」という能力を更に発展させます。教科書は、

生活に必要な実践的なドイツ語を学べる工夫がしてあります。更に、現在のドイツ文化を知る上での高度

な内容も盛り込まれています。前半の４５分は、日本人講師とともにテキストの内容や文法項目を学習し、

テーマに添った表現を学んでいきます。後半４５分では、それをドイツ人講師との会話練習によって実践

し、語彙を増やし自分の表現力を高めていきます。ペア・ワークで楽しく学ぶと同時に、適時テーマに合

ったビデオなどの副教材を用いてドイツの文化をより深く知る機会もあります。 

 

テキスト：『 Menschen A2-1 』 Kursbuch und Arbeitsbuch  Lektion 4 から         （Hueber） 

 

 

【ドイツ語会話上級クラス－大澤 三枝子 講師・Barbara Suita 講師】2018 年度前期の続き    

 前期から継続の方に限らず、ドイツ語を４年以上学んだ方を対象としたクラスです。これまでのドイツ

語の文法知識と口頭表現能力を土台として、与えられた課題を把握して、それに対応できるドイツ語力を

目指します。使用する教科書では、日常生活での様々なテーマが取り上げられていますので、広範な語彙

と慣用的な表現を学べると同時に、ドイツの文化や慣習を知ることができます。前半４５分は日本人講師

とともに、内容を把握する力を養い、テーマに応じて自分の考えを発信できるよう基本的な文型を学びま

す。後半４５分はドイツ人講師とともに、学んだ表現を実践的に用い、講師のサポートを受けながらテー

マに添って話し合います。ドイツ語で意見を交換することを通してコミュニケーション能力の向上を目指

します。 

 

テキスト： 『 Menschen B1-1 』 Kursbuch und Arbeitsbuch  Lektion 4 から         （Hueber） 
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フランス語（初級・会話中級・会話上級）クラス 

【フランス語初級クラス－久田原 泰子 講師】2018 年度前期の続き 

フランス語を一年程度学ばれた方のクラスです。 

フランス人のアレックスと日本人の YUMI さんの二人の物語をＤＶＤを見ながらたどり、それぞ

れのシーンに必要な表現や語彙を学んでいきます。ＣＤを活用して聞く力を強化し、生きたフラ

ンス語を基礎から総合的に学んでいきます。 

またフランス人の生活やフランスの現状を紹介しながら、日本とフランスの関係やフランス

語の特徴を学びます。テキストは前後期通して使用します。後期は１２課からになります。 

講義内容 

１. 前期のおさらい 発音の再確認      ６. 応用会話 さまざまな否定 

２. １２課 疑問代名詞 複合過去     ７. 応用会話 乗り物と行き先 

３．応用会話 絵について         ８. １４課 単純未来 

４．応用会話 過去の話 衣服と色      ９．応用会話 未来について話す 

５. １３課  複合過去         １０. 全体のまとめ 応用会話 

 

テキスト：『パリのクール・ジャパン 』藤田裕二著 第１２課から       （朝日出版社） 

      

【フランス語会話・中級クラス－山本 正二 講師・Bérengère Moulin 講師】2018 年度前期の続き 

  フランス語を２年程度学習された経験の有る方（独習でも結構です）のためのクラスです。”Grammaire 

en dialogues”（中級）というフランス制作の教科書を使います。今期は第２５課、９３ページからの

開始となります。今期をもってこの中級文法書を終了する事となります。参加者のそれぞれの文法再確

認の機会となれば幸いです。最初の７０分を日本人の教師が担当し、文法事項の確認と教科書の会話文

を使って会話表現を習得します。そして後半の７０分ではフランス人の教師と会話力向上を目指して、

教科書の練習問題も使いながら会話能力を高めていきます。付属のＣ.Ｄ.や関連映像なども使いながら

の授業となります。実社会でのいろいろな場面を想定した実践向きの内容ですので、実際的な会話能力

を高める事が可能となるでしょう。新規参入される方々も大歓迎です。 

 

テキスト：『Grammaire en dialogues（中級）（C.D.付き） 』第 25課 93ページから  （CLE INTERNATIONAL） 

 

【フランス語会話・上級クラス－Bérengère Moulin 講師・山本 正二 講師】2018 年度前期の続き 

フランス語を４年以上学習された経験のある方（独習でも結構です）のためのクラスです。フランス
で制作された”Civilisation en dialogues”(中級)という教科書を使います。この教材の INFORMATION
というところを使ってフランス、ヨーロッパ、そして世界のフランス語圏の事情を知ると同時にフラン
スの歴史、制度、思想等を学習することが出来ます。今期はこの教科書第１９課、７８ページからの開
始となります。今期をもってこの教科書をやり終える予定ですので、フランスに関するさまざまな情報
を習得、確認する機会として頂ければ幸いです。 
 最初の７０分はフランス人の教師がフランス語での会話という形式で、フランスの文化、歴史、制度
等を参加者の方々と話し合います。後半の７０分は日本人の教師が前半において分かり難かった点を説
明し、そのフランスでの出来事の世界への影響、特に日本との関わり等を日本語とフランス語を交えて
授業を進めます。付属の C.D.、関連の映像等も使っての授業となります。フランス語を生んだフランス
という国を知る良い機会と言えます。新規参入される方々も大歓迎です。 
 

テキスト：『 Civilisation en dialogues（中級）（C.D.付き） 』第 19課 78ページから（CLE INTERNATIONAL） 
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中国語会話（初級・中級・上級）クラス 

【中国語会話初級クラス－吐山 明月 講師】 

中国語会話を楽しみましょう！ 
 
中国語入門者のためのクラスです。 

教科書は CD 付きの日常生活の様々な場面を取り上げている中国語会話テキストです。ピンイン（発音

を表記するローマ字）、声調といった発音から始め、中国語をすぐに口に出せるように、単音節から 2

音節へさらに短いセンテンスの練習を繰り返します。一般文法事項については、分かりやすく説明し

た上で、簡単な会話の中で覚えてもらいます。毎回の授業の前半はイントネーションの指導、重要語

句、短文の暗誦と会話、後半は新しい課です。受講生一人一人に耳と口をフルに使ってもらいます。 

テキスト以外に歌や詩など多種多様な中国語に触れる機会を作ります。言葉の学習と同時に異文化に

もふれていきます。 

  

テキスト：『すぐ読める中国語』                       （朝日出版社） 

【中国語会話中級クラス－吐山 明月 講師】 

中国語をもっと話せるようになりましょう！ 
                  
中国語を１年～2年学習された経験のある方のためのクラスです。これまで学習してきた語句や文法事

項をもう一度基礎から復習し、簡単な会話からやや複雑な言葉のやり取りへと徹底的に練習をします。

重要語句や一般文法事項については、分かりやすく説明した上で、簡単な会話の中で覚えてもらいま

す。毎回の授業は、前半は語句やセンテンスの暗誦で、その後半は応用会話です。目で見て分かる言

葉を口で言えるようにして、楽しく中国語でコミュニケーションをしましょう。 

テキスト以外に歌や詩など多種多様な中国語に触れる機会を作ります。言葉の学習と同時に異文化に

もふれていきます。 

 

テキスト：『日中ふれあい“漢語”教室』                   （朝日出版社） 

【中国語会話上級クラス－邱 立 講師】2018 年度前期の続き 

2018年度前期の続きです。 

中国語を 3年程度学習された経験のある方のためのクラスです。 

これまで学習された中国語の文法知識と会話力を土台として、与えられた課題を対応できる中国語力

の向上を目標とします。中国の最新事情を読みながら、自然な中国語に触れることによって、中国語

の表現力を高めてもらいます。その上、テーマに沿って、応用会話を行います。 

各課では 1 分間のスピーチ、語注の発音のチェック、解読の手がかりの作文及び感想の発表など豊富

な内容が設けられています。受講生一人一人に耳と口をフルに使ってもらいます。 

授業は基本的に中国語で行いますが、日本語のサポートもします。テキストを使用します。2017 年の

中国の出来事を様々な角度から取り上げながら、現代語と慣用的な表現を学習できると同時に、中国

の最新事情を知ることができます。後期は第 9課～第 15 課です。 

 

テキスト：『2018年度版 時事中国語の教科書 ～一帯一路～』第 9 課～第 15課   （朝日出版社） 
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韓国語（入門者・既習者・上達者・熟達者）クラス 

【韓国語入門者クラス－金 明珉 講師】 

ハングル文字を読むことができることを前提とする基礎的な韓国語クラスです。 

正確な音感に基づいて会話文を習い、簡単な自己紹介と挨拶等、初歩的な日常会話の能力を身につけ

ることを目標とします。授業では、韓国語と日本語の類似性を生かして、文法・作文・読解も学習し、

日常生活で使える簡単な表現を中心に練習を行います。必要に応じて、韓国語の会話に役立つ韓国文

化にも触れ、韓国理解を深めます。学習者にはロールプレーを通して、積極的に授業に加わってもら

います。このクラス（10回）では、以下の内容（テキスト第 8 課～第 14 課）を中心に進めます。 

① 発音の復習             ⑥ お尋ね致します。 

② 丁寧語の復習             ⑦ 趣味は何ですか。 

③ 何がありますか。           ⑧ いくらですか。 

④ 韓国の食べ物が好きですか。       ⑨ 何時ですか。 

⑤ 初めてお目にかかります。        ⑩ まとめ 

  
テキスト：『 韓国理解への鍵―会話（話す・聞く）中心の基礎韓国語― 』第 8課から (白帝社) 
（『日韓・韓日辞典』（ペパー辞書）、または電子辞書（日韓・韓日辞書搭載）を用意してください。）  

【韓国語既習者クラス－金 明珉 講師】              

１年ないし１年半程度、韓国語を学習された方のためのクラスです。様々な場面における話題、内容に

慣れ、旅行先や日常生活ですぐ使える自然な会話を身に付けます。文法や語彙を平行して学習し、読解や

作文の能力も伸ばして、上達者クラスへスムーズにステップアップできることを目指します。必要に応じ

て、映像や音声教材を活用し、韓国語の表現、ひいては韓国理解を深めます。学習者には、ロールプレー

を通して積極的に授業に参加してもらいます。このクラス（10 回）では、以下の内容（テキスト第 22 課

～28課）を中心に進めます。 

① 将来の夢は何ですか。          ⑥ 昨日は何をしましたか。 

② 宿泊の予約はできますか。        ⑦ 韓国語の勉強は楽しかったですか。 

③ 日曜日に時間ありますか。         ⑧ 未来連体形 

④ 招待して下さり、ありがとうございます。 ⑨ 現在連体形 

⑤ 家族は何人ですか。            ⑩ 過去、回想・大過去連体形 

  
テキスト：『 韓国理解への鍵―会話（話す・聞く）中心の基礎韓国語―』第 22課から (白帝社) 
（『日韓・韓日辞典』（ペパー辞書）、または電子辞書（日韓・韓日辞書搭載）を用意してください。）  

【韓国語上達者クラス－鄭 貞美 講師】 

韓国語の学習歴が最低 2年以上で、連体形の文章を駆使することができる方を対象に、４技能（話 

す・聞く・読む・書く）を総合的に伸ばすクラスです。韓国旅行や仕事で韓国語のコミュニケーショ 

ンができ、辞書を活用しながら自由に韓国の新聞を読むことができるレベルを目指します。毎回、学 

習した文型を活かして水準の高い会話や、それに応じた聞き取りの能力を身につけます。また、学習 

者には長文の読解やそれぞれの関心に沿った作文をしてもらい、その発表を通して文法能力も培いま 

す。さらに、現代韓国の社会事情にも触れて、韓国社会に対する理解を深めます。必要に応じて、映 

像や音声教材を活用し、学習者にはロールプレーやプレゼンテーションを通して積極的に授業に参加 

してもらいます。  

１．-(으)ㄴ줄 모르다 / -기는요        ６. -(으)ㄴ 데다가 / 아무 -도 

２．-(으)ㄹ까 하다 / -(으)ㄴ가 보다   ７. -곤 하다 / -(으)ㄹ까-(으)ㄹ까 

  ３．-정도로 / -을/를 통해서           ８．-고 말고요 / -못지않다 

  ４．-보고 / -더라도                   ９．-고 해서 / -(으)ㄴ모양이다 

  ５．-말고는 / -에다가                 10. -(이)나 다름 없다 / 마무리 

 

テキスト：『 NEW カナタ KOREAN 中級 2 』  第 3課～第 8 課迄     （カナタ韓国語学院) 
（「日韓・韓日辞典」（ペパー辞書）、または電子辞書（日韓・韓日辞書搭載）を用意してください。） 

 



2018年度後期 

 

- 6 - 

【韓国語熟達者クラス－鄭 貞美 講師】 

韓国語を学習しておおよそ４年以上で、自由に連体形を用いて会話ができる方のためのクラスです。 

 上達者クラスより、さらに高いレベルの会話・聞き取り・作文・読解の能力を身につけ、様々なシチ 

 ュエーションで対応できるコミュニケーション能力を目指します。毎回テーマを設定し、そのテーマ 

 に沿ったディスカッション形式の授業に学習者が積極的に授業に加わってもらいます。授業はすべて 

 韓国語で行い、現代韓国社会における習慣・風習にも触れて、総合的な韓国社会の理解を深めます。 

 必要に応じて、パワーポイント・ＤＶＤ・ＣＤなどの映像や音声教材を活用して授業を行います。 

 

テキスト：なし（適時プリント配布) 
（「日韓・韓日辞典」（ペパー辞書）、または電子辞書（日韓・韓日辞書搭載）を用意してください。） 

 


