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Ⅳ 国際コミュニケーション科目 

英語１（English 1） 

°佐伯 泰樹 教授 ほか  前学期  0－2－0 

 専門課程で英語を活用することを念頭において，その基礎となる英語力を養成する。読解を軸として，英作文の演習や

音声教材を用いた訓練も行う。 

英語２（English 2） 

°佐伯 泰樹 教授 ほか  後学期  0－2－0 

 英語1で学んだ基礎をさらに発展させて，より高度な英語力の養成をめざす。リーディングとライティングを中心とし

たRWと，リスニングとスピーキングを中心としたLSとの2種類が開講される。LSはLS-AとLS-Bに分かれる。 

・RW 

読解演習を基盤として，そこから発展させる形で英文作成の実習を行う。 

・LS-A 

ランゲージ・ラボラトリーなどを利用して，日常的な場面でのさまざまな発話を理解し，正しく状況が把握できるよう

聴解力を養う。 

・LS-B 

身近なトピックについて的確なプレゼンテーションができるよう基礎的な訓練を行う。ディスカッションを通じて口頭

表現能力を養う。 

英語３（English 3） 

°佐伯 泰樹 教授 ほか  前学期  0－2－0 

 英語1および2で学んだ事柄をもとに，さらに高度な英語力の養成をめざす。英語2と同じく，RWとLSの2種に分かれ，さ

らにLSはLS-AとLS-Bに分かれる。 

英語４（English 4） 

°佐伯 泰樹 教授 ほか  後学期  0－2－0 

 英語1から3で身につけた英語力を，いっそう向上させることをめざす（英語3を受講していない学生も英語4を受講で

きる）。英語2，英語3と同じく，RWとLSの2種に分かれ，さらにLSはLS-AとLS-Bに分かれる。 

英語５（English 5） 

薩摩 竜郎 准教授  前学期  0－2－0 

 TOEIC等の試験内容・形式に留意しつつ，総合的な英語力向上のための学習を各自の能力や特性に合った方法で進め，

その成果を試験で確認する。 

英語６（English 6） 

°上西 哲雄 教授 ほか  後学期  0－2－0 

 英語5の授業を前提として，TOEIC等の試験内容・形式に留意しつつ，リスニング，リーディングの演習を中心とした

総合的な英語力向上のための訓練を行う。 
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英語７（English７） 

ﾟ小川 高義 教授 ほか  前学期  0－2－0 

英語5の授業を前提として，TOEIC等の試験内容・形式に留意しつつ，リスニング，リーディングの演習を中心とした

総合的な英語力向上のための訓練を行う。 

アカデミック・リーディング AⅠ（Academic Reading in English AⅠ）           （平成27年度休講） 

前学期  0－2－0 

英文による専門的学術論文を効率的に読み解くための訓練を集中的に行う。 

アカデミック・リーディング AⅡ（Academic Reading in English AⅡ）          （平成27年度休講） 

後学期  0－2－0 

アカデミック・リーディングＡＩに同じ。 

アカデミック・リーディング BⅠ（Academic Reading in English BⅠ）                       

マーク・ストーンバーグ 非常勤講師  前学期  0－2－0 

 英文による専門的学術論文を効率的に読み解くための高度な訓練を集中的に行う。 

アカデミック・リーディング BⅡ（Academic Reading in English BⅡ）                   

マーク・ストーンバーグ 非常勤講師  後学期  0－2－0 

アカデミック・リーディング BⅠに同じ。 

アカデミック・ライティング BⅠ（Academic Writing in English BⅠ） 

マーク・ストーンバーグ 非常勤講師  前学期  0－2－0 

 英語による学術的文章を書くために必要な発想法，論旨の展開，効果的な表現手法を学ぶための演習を行う。 

アカデミック・ライティング BⅡ（Academic Writing in English BⅡ） 

マーク・ストーンバーグ 非常勤講師  後学期  0－2－0 

 アカデミック・ライティングBⅠに同じ。 

アカデミック・プレゼンテーション  AⅠ (Academic Presentation in English AI)    

山口 エスメ 非常勤講師  前学期  0－2－0 

 英語による学術的口頭発表に必要な諸技能を身につける基礎的訓練を行う。 

アカデミック・プレゼンテーション AⅡ (Academic Presentation in English AⅡ)    (平成27年度休講) 

後学期  0－2－0 

 アカデミック・プレゼンテーションAIに同じ。 

アカデミック・プレゼンテーション BⅠ (Academic Presentation in English BⅠ)     

マーク・ストーンバーグ 非常勤講師  前学期  0－2－0 

 英語による学術的口頭発表に必要な諸技能を身につける訓練を行う。 
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アカデミック・プレゼンテーション  BⅡ (Academic Presentation in English BⅡ)    

マーク・ストーンバーグ 非常勤講師  後学期  0－2－0 

 アカデミック・プレゼンテーションBIに同じ。 

英語口頭表現演習 AⅠ（Advanced Oral Expression in English AⅠ） 

マーク・ストーンバーグ 非常勤講師  前学期  0－2－0 

 さまざまな場面で自らの意見を正確に伝達する口頭表現技法を身につけるための訓練を行う。 

英語口頭表現演習 AⅡ（Advanced Oral Expression in English AⅡ） 

マーク・ストーンバーグ 非常勤講師  後学期  0－2－0 

英語口頭表現演習AⅠに同じ。 

英語口頭表現演習 BⅠ（Advanced Oral Expression in English BⅠ） 

ジョナサン・エイベル 非常勤講師  ほか   前学期  0－2－0 

 さまざまな場面で自らの意見を正確に伝達する高度の口頭表現技法を身につけるための訓練を行う。 

英語口頭表現演習 BⅡ（Advanced Oral Expression in English BⅡ） 

ジョナサン・エイベル 非常勤講師 ほか  後学期  0－2－0 

英語口頭表現演習BⅠに同じ。 

留学対策セミナー(口頭表現）Ⅰ(Study Abroad Seminar(Oral Expression in EnglishⅠ))  

山口 エスメ 非常勤講師  前学期  0－2－0 

 留学生活をより有意義なものにするために，海外におけるさまざまな状況を想定した口語表現の訓練を行う。 

留学対策セミナー(口頭表現）Ⅱ(Study Abroad Seminar(Oral Expression in EnglishⅡ))  

山口 エスメ 非常勤講師  後学期  0－2－0 

留学対策セミナー(口頭表現)Ⅰに同じ。 

TOEIC対策セミナー１（TOEIC Seminar Ⅰ） 

ﾟ佐伯 泰樹 教授  田村 斉敏 教授  前学期  0－2－0 

 TOEIC等の試験において一定以上の得点をあげることのできる英語力の養成に重点を置いた訓練を行う。 

TOEIC対策セミナー２（TOEIC Seminar Ⅱ）                      （平成27年度休講） 

後学期  0－2－0 

TOEIC対策セミナー１（TOEIC Seminar Ⅰ）に同じ。 

留学対策セミナー（TOEFL）Ⅰ（Study Abroad Seminar（TOEFL）Ⅰ） 

ジョナサン・エイベル 非常勤講師  前学期  0－2－0 

 英語圏の大学で教育を受けるのに十分な英語力を身につけることを目標とし，TOEFLの試験形式・内容に留意しつつ総

合的な英語力向上のための訓練を行う。 
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留学対策セミナー（TOEFL）Ⅱ（Study Abroad Seminar（TOEFL）Ⅱ） 

ジョナサン・エイベル 非常勤講師  後学期  0－2－0 

留学対策セミナー（TOEFL）Ⅰに同じ。 

      英語スピーチ演習 (English Speech Seminar)    SC：（H26登録）創造性育成科目 

      木山ロリンダ 准教授  0－2－0  前学期 

English Speech Contestに出場することを目指し，スピーチ原稿の作成法を学ぶとともに，スピーチの実践的訓練を 

行う。この授業を履修した者に対してContestの出場資格が与えられる。 

言語文化演習（英語）AⅠ（Seminar: Language and Culture （English） AⅠ）       （平成27年度休講） 

前学期  0－2－0 

 さまざまな分野にわたる文化テキストを読み解く演習を通じて，高度な内容の文献を読みこなす力を養うとともに，ク

ロスレファレンシャルな知的ネットワークの構築をめざす。 

言語文化演習（英語）AⅡ（Seminar: Language and Culture （English） AⅡ）       （平成27年度休講） 

後学期  0－2－0                       

言語文化演習（英語）AⅠに同じ。 

言語文化演習（英語）BⅠ（Seminar: Language and Culture （English） BⅠ）       （平成27年度休講） 

前学期  0－2－0 

 さまざまな分野にわたる文化テキストを読み解く演習を通じて，より高度な内容の文献を読みこなす力を養うとともに，

クロスレファレンシャルな知的ネットワークの構築をめざす。 

言語文化演習（英語）BⅡ（Seminar: Language and Culture （English） BⅡ）       （平成27年度休講） 

後学期  0－2－0 

言語文化演習（英語）BⅠに同じ。 

英語口頭表現演習GⅠ （Advanced Oral Expression in English GI） 

未定  前学期  0－2－0 

英語圏の大学で教育を受けるのに十分な英語力を身につけることを目標とし，英語による口頭表現能力の向上のための

訓練を短期集中で行う（夏季休暇期間中に開講する）。 

英語口頭表現演習GⅡ （Advanced Oral Expression in English GⅡ） 

未定  後学期  0－2－0 

英語口頭表現演習GⅠに同じ（春季休暇期間中に開講する）。 

実践型科学技術英語海外研修 (Scientific Technical English Study Abroad Practicum) 

石原 由貴 教授  前学期  0－2－0 

指定された海外派遣プログラムにより留学し，英語で科学技術に関するコミュニケーションが円滑にできるようになる

ための訓練を行う。 
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ドイツ語初級１（German Ⅰ） 

°市川 伸二 教授 ほか  前学期  0－2－0 

Ⅰ ドイツ語の入門コースである。 

Ⅱ 1クラス25名程度の少人数クラスで週1回の授業を行う。ドイツ語初級の前半を教える。基礎の文法を学びながら，発

音や読み方に親しむ手引きをするとともに，ドイツ語圏の言語文化的な背景についても折りに触れて語っていく。視聴

覚教材も利用する。 

ドイツ語初級２（German Ⅱ） 

°山崎 太郎 教授 ほか   後学期   0－2－0 

Ⅰ ドイツ語初級を引き続き教える。 

Ⅱ ドイツ語初級1と同じシステムで，基礎文法の後半に進む。 

ドイツ語中級（German Ⅲ） 

°市川 伸二 教授 ほか  前学期または後学期  0－2－0 

Ⅰ 初級コースで学んだ知識を復習しながら，読解力や会話力の基礎を養う。 

Ⅱ 週 1 回の授業で，適当な難易度のテキストを読む。視聴覚教材も利用しながら，ドイツ語圏の社会・文化に対する理

解を深めることを目指す。 

フランス語初級１（French Ⅰ） 

°三ッ堀 広一郎 准教授 ほか  前学期  0－2－0 

Ⅰ 仏語検定試験5級レベルの運用能力をめざす。 

Ⅱ 平易な教材を用いながら，初級文法を学習する。同時に，簡単な会話表現の練習を通じて，少しでもフランス語を発

信する能力をつけていく。 

フランス語初級２（French Ⅱ） 

°三ッ堀 広一郎 准教授 ほか  後学期  0－2－0 

Ⅰ 仏語検定試験4級レベルの運用能力をめざす。 

Ⅱ フランス語初級1に同じ。 

フランス語中級（French Ⅲ） 

ﾟ三ッ堀 広一郎 准教授  フランソワーズ・ジャン（外国人教師） 

前学期または後学期  0－2－0 

Ⅰ 初級文法を復習しつつ，やさしい日常会話をこなせる程度の運用能力をめざす。 

Ⅱ 簡単なテキストを読みながら，読解力を養い，フランス社会・文化の特質を理解していく。 

ロシア語初級１（Russian Ⅰ） 

桑田 匡之 非常勤講師 ほか  前学期  0－2－0 

 ロシア文字（キリル文字）に慣れ，初級文法を学習する。読解の基本を学び，簡単な会話力を養う。前期中に初級文法

を学び終える。 
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ロシア語初級２（Russian Ⅱ） 

桑田 匡之 非常勤講師 ほか  後学期  0－2－0 

 動詞，名詞や形容詞の格変化を復習し，文法の基礎固めを行う。初歩的な文章にチャレンジする。簡単なロシア語会話

を楽しむ。 

ロシア語中級（Russian Ⅲ） 

池本 今日子 非常勤講師   前学期または後学期  0－2－0 

 文法を復習し，簡単なロシア語文に慣れてもらう。辞書の引き方も学ぶ。ロシア語を通してロシア文化を学んでもらう。 

中国語初級１（Chinese Ⅰ） 

°劉 岸偉 教授  ほか  前学期  0－2－0 

 中国語の入門コースである。中国語の基礎を学習する。前期では，発音と声調である「四声」，および発音表記である

「ピンイン」の習得に力を入れる。基本文法を学ぶ一方，やさしい日常会話ができるように，授業を進めていく。 

中国語初級２（Chinese Ⅱ） 

°劉 岸偉 教授 ほか  後学期  0－2－0 

 基礎知識をふまえて，聞く能力，口頭表現力，読解力を養い，語学力の基礎を固めるように，授業を展開していく。な

お，言葉の文化的背景である中国社会の諸相を幅広く視野におさめ，中国文化をより身近なものにするよう工夫したいと

思う。 

中国語中級（Chinese Ⅲ） 

°劉  岸偉 教授 ほか  前学期または後学期  0－2－0 

 基礎文法を復習し，聞く能力，会話能力を高める一方，長文を読むトレーニングを重点的に行う。 

 中国語の基礎的学習を終えた学生を対象に開講された科目である。語学力のステップアップを目指して，ヒヤリングと

口頭表現のトレーニングに重点を置きつつ文章読解と翻訳練習にも力を入れる。 

ドイツ語応用Ⅰ（German Ⅳ） 

山崎 太郎 教授  前学期  0－2－0 

初・中級コースで学んだドイツ語の知識を，復習しつつ活用し，実際に運用できるようになることを目指す。（初級の

みで中級未修の学生にも対応する。）授業内容は，ドイツ語圏の言語，文化，自然科学に関するテキストの講読などを予

定。（具体的な授業計画は学期開始前に掲示する。） 

ドイツ語応用Ⅱ（German Ⅴ） 

安德 万貴子 准教授  後学期  0－2－0 

 ドイツ語応用Ⅰに同じ。 

ドイツ語会話（入門・基礎コース）Ⅰ（German Conversation：Basic Course Ⅰ） 

サトウ・アストリード 非常勤講師  前学期  0－2－0 

日本語の出来るドイツ人によるドイツ語会話の入門・基礎コース。主に 2 年生を対象とするが，一年生でも受講可。 
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ドイツ語会話（入門・基礎コース）Ⅱ（German Conversation：Basic Course Ⅱ） 

サトウ・アストリード 非常勤講師  後学期  0－2－0 

ドイツ語会話（入門・基礎コース）Ⅰに同じ。 

ドイツ語会話（応用・留学コース）Ⅰ（German Conversation：Advanced Course Ⅰ） 

サトウ・アストリード 非常勤講師  前学期  0－2－0 

 入門・基礎コースよりやや高度なドイツ語会話コース。ドイツ留学を目指す人は，ぜひ受講してください。対象は原則

として2年生以上，大学院生まで。 

ドイツ語会話（応用・留学コース）Ⅱ（German Conversation：Advanced Course Ⅱ） 

サトウ・アストリード 非常勤講師  後学期  0－2－0 

 ドイツ語会話（応用・留学コース）Ⅰに同じ。 

フランス語応用Ⅰ（French Ⅳ） 

三ツ堀 広一郎 准教授  前学期  0－2－0 

フランス語の本，新聞・雑誌，ネットなどから，さまざまな文章を拾ってきて講読する。国際関係のグローバル化に対

応した，実用的な情報摂取力と読解力の養成を目指す。基礎文法を身に付けていることが履修の条件。目安としては，フ

ランス語中級を修了程度。 

フランス語応用Ⅱ（French Ⅴ） 

三ツ堀 広一郎 准教授  後学期  0－2－0 

 フランス語応用Ⅰと同じ。 

フランス語会話（入門・基礎コース）Ⅰ（French Conversation：Basic CourseⅠ） 

フランス語会話（入門・基礎コース）Ⅱ（French Conversation：Basic CourseⅡ） 

フランソワーズ・ジャン（外国人教師） 

前学期  0－2－0  後学期  0－2－0 

日本語のできる外国人教師によるフランス語会話の入門コース。初心者も中級者も受講可。 

フランス語会話（応用・留学コース）Ⅰ（French Conversation：Advanced CourseⅠ） 

フランス語会話（応用・留学コース）Ⅱ（French Conversation：Advanced CourseⅡ） 

フランソワーズ・ジャン（外国人教師）   

前学期  0－2－0  後学期  0－2－0 

DELF（フランス語資格試験）対策を行いながら，少し高度なフランス語会話の練習をする。特にフランス留学を目指す

学生向け。原則として二年生以上，大学院まで。 

教科書は Préparation à l’examen du DELF A1, A2 (Hachette) 
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ロシア語応用Ⅰ（Russian Ⅳ） 

齋藤 宏文 非常勤講師  前学期  0－2－0 

 文法を復習し，高度なロシア語読解にチャレンジする。 

少人数のゼミ形式の授業なので，教師と学生の対話を重視する。旧ソ連の科学技術について紹介していきたい。 

ロシア語応用Ⅱ（Russian Ⅴ） 

齋藤 宏文 非常勤講師  後学期  0－2－0 

 テキスト講読を通してロシアの歴史と文化を学び，国際理解力を養う。 

ロシア語会話（入門・基礎コース）Ⅰ（Russian Conversation：Basic CourseⅠ）   （平成27年度休講） 

ロシア語会話（入門・基礎コース）Ⅱ（Russian Conversation：Basic CourseⅡ）   （平成27年度休講） 

前学期  0－2－0  後学期  0－2－0 

ロシア語会話（応用・留学コース）Ⅰ（Russian Conversation：Advanced CourseⅠ） （平成27年度休講） 

ロシア語会話（応用・留学コース）Ⅱ（Russian Conversation：Advanced CourseⅡ） （平成27年度休講） 

前学期  0－2－0  後学期  0－2－0 

中国語応用Ⅰ（Chinese Ⅳ） 

戦  暁梅 准教授  前学期  0－2－0 

 初級・中級で学んだ中国語の基礎をより実用的に応用させることを目指す。又，中国文化に対する理解を深めていくこ

とを同時に目標とする。 

中国語応用Ⅱ（Chinese Ⅴ） 

劉  岸偉 教授  後学期  0－2－0 

 前学期と同じ 

中国語会話（入門・基礎コース）Ⅰ（Chinese Conversation：Basic CourseⅠ） 

劉  岸麗 非常勤講師  前学期  0－2－0 

 外国人講師による入門と初級コースであるが，ある程度の中国語を習った経験があれば，なお望ましい。発音の訂正は勿論，

易しい会話，文法の説明，そして会話練習のスタイルをとり授業を進める予定である。中国の歴史，文化，庶民の生活などを

紹介している教材を使用，コミュニケーション能力を身に付けることを重点に，中国社会の現状に対する理解も深められる。 

中国語会話（入門・基礎コース）Ⅱ（Chinese Conversation：Basic CourseⅡ） 

劉  岸麗 非常勤講師  後学期  0－2－0 

前学期，中国語会話(入門・基礎コース)Ⅰの続き。初歩的な発音練習などは行いません。 

中国語会話（応用・留学コース）Ⅰ（Chinese Conversation：Advanced CourseⅠ） 

劉  岸麗 非常勤講師  前学期  0－2－0 

高学年を対象として（原則として2年生以上大学院まで）さらなる中国語コミュニケーション能力アップを目指す。 

また中国留学についての指導を行う。 
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中国語会話（応用・留学コース）Ⅱ（Chinese Conversation：Advanced CourseⅡ） 

劉  岸麗 非常勤講師  後学期  0－2－0 

前学期と同じ。 

国際文化入門（Introduction to Intercultural Studies） 

   ﾟ三ツ堀 広一郎 准教授 ほか  後学期  2－0－0 

世界の多様な地域（フランス，イタリア，ドイツ，ロシア，中国，韓国，インド）の文化・社会事情を７人の専門研究

者によるリレー形式の講義で紹介することにより，国際人に必須の異文化理解力の基礎を築く。 

 

 
 


