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2017年度春学期オープンカレッジ 講座詳細シラバス  

仏教入門 

担当講師 佐藤 悦成、引田 弘道、林 淳、伊藤 秀憲、石田 尚敬（文学部） 

曜日・時間 春学期 火曜日・3時限（13：30～15：00） 

期間 5/16、23、30、6/6、13、20、27、7/4、11、18、25（予備日） 

教材 プリント配布 

講座内容 

 

「日本仏教の祖師にまなぶ」  

 

 

 

 

   

（１） 聖徳太子 （引田 弘道）                 （６） 栄西 （伊藤 秀憲） 

   （２） 最澄 （石田 尚敬）                    （７） 日蓮 （石田 尚敬） 

（３） 空海 （佐藤 悦成）                    （８） 道元 （伊藤 秀憲） 

   （４） 法然 （林 淳）                       （９） 瑩山 （佐藤 悦成） 

（５） 親鸞 （引田 弘道）                        (10) 沢庵 （林 淳） 

 
 

 

韓国語入門 

担当講師 金芝恵 (キム ジヘ) （教養部 非常勤講師） 

曜日・時間 春学期 月曜日・3時限（13：30～15：00） 

期間 5/15、22、29、6/5、12、19、26、7/3、10、17、24（予備日） 

教材 「かんたん！韓国語」 金殷模・権来順・宋貞熹・文慶喆 朝日出版社 

講座内容 
本講座では、韓国語学習の入門として、基本的な日常会話を題材にハングルの文字を覚え、正しい発音を身につ

けるとともに、基礎文法を習得することを目標とします。まず、ハングルという文字の書き方や発音から始めます。 

また、初級レベルの語彙、助詞、表現法を覚え、挨拶や自己紹介など初歩的なコミュニケーション能力を身につけ

ていきます。授業はテキストに沿って進め、基本的な文法の習得やコミュニケーションの訓練はプリントやＣＤを用いた

反復練習により行います。授業ではわかりやすく講義し、K-POPや観光でよく使う韓国語の表現も積極的に取り入れ、

何よりも楽しく習得できるよう図っていきます。「話す」・「聞く」能力を養うために、積極的に授業に参加し、会話練習に取

り組むことを勧めます。 

 

第 1回： 基本母音と基本子音の読み書き 

第 2回： 基本母音と基本子音の発音練習 

第 3回： 子音（平音・激音・濃音）の読み書き練習 

第 4回： 合成母音とパッチム 

第 5回： 単語の発音練習 

第 6回： 日本の人名・地名のハングル表記 

第 7回： 第 1課 「韓国人ですか。」 

第 8回： 第 2課 「学生ですか。」 

第 9回： 第 3課 「何時ですか。」 

第 10回： 表現と文法のまとめ 

 

日本の仏教の代表的な祖師たちの思想を学びます。年代順に聖徳太子から沢庵まで、宗教文化

学科の専任教員が講義をします。祖師たちの考えを知ることにより、日本仏教の特色を明らかにし

ていきます。 
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韓国語初級 

担当講師 金 美淑（キム ミスク） （教養部 非常勤講師） 

曜日・時間 春学期 火曜日・3時限（13：30～15：00） 

期間 5/16、23、30、6/6、13、20、27、7/4、11、18、25（予備日） 

教材 
改訂版・韓国語の世界へ初中級編（李潤玉その他著・朝日出版社） 

2200円（税別） 

講座内容 
ハングルの読み書きや簡単な基礎文法を、既にある程度身につけている方向けのコースです。以前に韓国語を少
し学習したことがある方や、再度勉強したいと思っている方に最適です。易しい文法やよく使う表現など、参加者のレ
ベルに合わせて進めていきます。 
折々に韓国ドラマを視聴して、学習したフレーズが実際にどのような場面やニュアンスで使われているかを振り返る
ことで、言葉を学びながらドラマも楽しみ、その背景にある文化についても学んでいきます。韓国語の世界をより重層
的に理解することで、今まで「なぜ？」と疑問に思っていたことが、「なるほど！」に変わるかもしれません。 
 
講座詳細 

開講日  内容 

１  5/16  授業の内容説明、簡単な自己紹介  

２  5/23  第９課 ①～ですけど「-는데/(으)ㄴ데」②～してもいい「-아/어도 되다」  

３  5/30  第９課  ①「으/르/러」変則活用の用言  ②復習  

４  6/6  第10課  ①～します(意志)/～でしょう（推測）「-겠」②ですから 「-거든요」 

５  6/13  第10課  ①～しなければならない「-아/어야 되다」②復習-聞いてみよう  

６  6/20  韓国の節句「명절」 

７  6/27  第11課  ①～ましょうか/でしょうか「-(으)ㄹ까요?」② ～してみる「–아/어 보다」  

８  7/4  第11課  ①～できる/できない「-(으)ㄹ 수 있다/없다」②復習 

９  7/11  第12課  ①～するようだ/～しそうだ「-것 같다」②～しようと思う「-(으)려고 하다」 

１０  7/18  第12課  ①～してはいけない「-지 말다」②連体形 
 

 

韓国語会話 

担当講師 柳朱燕 (リュウ ジュウヨン) （教養部 非常勤講師） 

曜日・時間 春学期 月曜日・3時限（13：30～15：00） 

期間 5/15、22、29、6/5、12、19、26、7/3、10、17、24（予備日） 

教材 New 가나다 Korean初級２ 

講座内容 
この講座は基礎文法及び簡単な会話力が身についた方を対象にします。講義はテキストに沿って進めていきます。 

よく使われる場面を設定し、簡単な会話をはじめ応用会話の表現を習得し、より豊かな会話ができることを目指します。

受講生の学習レベルにより授業の進み具合を流動的に行います。 

 

第 1回： 第 8課 「位置」「-아/어 보다」「-아/어서」 

第 2回： 集中会話（위치 설명하기） 

第 3回： 第 9課 「経験」「-(으)ㄴ 일이 있다/없다」「-밖에」 

第 4回： 集中会話（경험에 대한 대화 나누기） 

第 5回： 第１０課 「紹介」「-(으)ㄴ데」 

第 6回： 集中会話（물건 장소 설명하기） 

第 7回： 第１１課 「友達の紹介」「-(이)나」 

第 8回： 集中会話（친구 소개, 하숙집 소개 하기） 

第 9回： 第１２課 「季節」「-군요」 

第 10回： 集中会話（날씨 관련 대화 나누기） 
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英会話初級 

担当講師 林 淑蕙 （リン スーフェイ） （教養部 非常勤講師） 

曜日・時間 春学期 火曜日・2時限（11：10～12：40） 

期間 5/16、23、30、6/6、13、20、27、7/4、11、18、25 （予備日） 

教材 Cross-cultural Communication (三修社) 

講座内容 

受講生のレベルに合わせて授業を進めていきます。ペアを組んで会話の練習をし、発表なども行います。 

文化の違いや多様性について、会話を通して意見を交換するようにします。 

 

5/16    Introducing yourself to your friends  

5/23  Answering Questions from an Immigration Officer  

5/30    Asking Airport Staff about Public Transportation  

6/6      Asking a Taxi Driver about Destination  

6/13    Answering Questions at the hotel Front Desk  

6/20    Asking the Staff at the Student Office about Registration  

6/27    Talking about Your Major with the Professor  

7/4      Asking about Stock at the Bookstore  

7/11    Participating in a Potluck Party 

7/18    まとめ 

 
 

英会話  
初級～中級 

（英検 3級程度） 

Ａ コース 

担当講師 ダニエル ダンクリー （教養部 外国人教師） 

曜日・時間 春学期 火曜日・3時限（13：30～15：00） 

期間 5/16、23、30、6/6、13、20、27、7/4、11、18、25 （予備日） 

教材 
Interchange 4th Edition Student Book B Richards, Hull, Proctor Cambridge  

ISBN-978-1-107-67396-0  

講座内容 
以前に英語を少し勉強したことはあったが、基礎からもう一度やり直したいという方にも最適なクラスです。 

英検３級程度の方を対象とします。 

自分の考えや今までの経験について、簡単であっても自信を持って自然な日常英語を表現する学習をしましょう。 

 

Lesson１Unit 11 It’s a very exciting place. Cities 

Lesson 2 Unit 11 Travel advice. You should visit the art museum. 

Lesson 3 Unit 13 Food, favorite dishes 

Lesson 4 Unit 13 Restaurants, ordering a meal 

Lesson 5 Unit 14 The biggest and the best! World knowledge 

Lesson 6 Unit 14 How high is Mount Fuji? Distances 

Lesson 7 Unit 15 I’m going to a soccer match. Weekend plans 

Lesson 8 Unit 15 Telephone messages 

Lesson 9 Unit 16 A change for the better.  

Lesson 10  Unit 16 Future plans 
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英会話  
初級～中級 

（英検 3級程度） 

Ｂ コース 

担当講師 若槻 なぎさ （文学部 非常勤講師） 

曜日・時間 春学期 火曜日・3時限（13：30～15：00） 

期間 5/16、23、30、6/6、13、20、27、7/4、11、18、25 （予備日） 

教材 Let’s Go Abroad !          センゲージラーニング 

講座内容 
Ｂコースは初級の英語学習者を対象に、海外旅行先での様々な場面で必要となる英会話のフレーズをペアやグルー

プで練習します。自分の意思を伝えられることを目標とします。各ユニットではモデルダイアローグの一部聞き取り、内

容を理解したうえで音読練習をし、最終的には自分のことを話せるように応用練習をしていきます。よく使われる語句

や表現も紹介します。最後にリスニング問題とリーディング問題に取り組み、観光名所についてのトリビアを紹介しま

す。 
 
第  1回  Ｕｎｉｔ １ 機内             客室乗務員との会話 隣の乗客と話す 

第  2回  Ｕｎｉｔ 1 機内             機内アナウンス 税関申告書 ニューヨークの紹介文 

第  3回  Ｕｎｉｔ 2 到着             到着内容の確認 入国審査  

第  4回  Ｕｎｉｔ 2 到着             空港でのアナウンス 空港にあるサイン  

第  5回  Ｕｎｉｔ 3  ケイトと再会         ケイトとの再会 簡単な自己紹介 

第  6回  Ｕｎｉｔ 3  ケイトと再会         天気予報 新聞の天気図 華氏と摂氏 

第  7回  Ｕｎｉｔ 4 自由の女神         観光バスに乗る フェリーに乗る  

第  8回  Ｕｎｉｔ 4 自由の女神         フェリーでのアナウンス 自由の女神の説明文 

第  9回  Ｕｎｉｔ 5 メトロポリタン美術館    道を尋ねる 展示品について話す  

第 10回   Ｕｎｉｔ 5 メトロポリタン美術館    博物館ツアーの案内 メトロポリタン美術館の案内文 
 

英会話中級 

担当講師 清水 義和 （教養部 教授） 

曜日・時間 春学期 金曜日・4時限（15：10～16：40） 

期間 5/19、26、6/2、9、16、23、30、7/7、14、21、28（予備日） 

教材 「日常会話教本」プリント配布 

講座内容 
誰でも３ヶ月で話せる楽しい英会話。そのあとで、通訳でボラ ンティアをしてみよう 

 

 〈あなたもきっと英語がうまく話せる〉英会話は誰でも毎日 5分間英語を話し、ＮＨＫのＢＳニュースを毎日 1時間聴き

続ければ、3か月後英語を聴いて話せます。難しいのは継続です。厭になったら、イオン長久手の映画館で洋画を楽

しんで聴きましょう。観光日本は英語が必須。2020年の東京オリンピックにも英語が必要。ＮＨＫのＢＳニュース、映

画、海外旅行（フィンランド・ネパール・ペンシルバニア）、留学（ロンドン英会話学校）等々チャレンジしてみよう。 

 

5月 １９ 日オリエンテーションレッスン１  「道の尋ね方」 英語の上手い人を探す （ハリウッド俳優さん） 

5月 26日レッスン２   「道の尋ね方」 英語と日本語を武器にする （バイリンガル） 

6月 2日レッスン３   「自己紹介」 ピクニックに必要なアイテムは何？ （お手製、ホームメイドのお菓子） 

6月 9日レッスン４  「自己紹介」 パーテイでクール・ジャパンを体感 （今どきのファッション） 

6月 16日レッソン５  「音楽会へ」 海外の人に日本の文化を紹介してみる （民話・昔話） 

6月 23日レッソン６  「ボーリング場へ」 海外の文化体験をチャットする （アボリジニーの楽器） 

6月 30日レッスン７   「コンサート」 シカゴの友人を日本紹介 （アメリカ横断車旅行） 

7月 7日レッスン８    「クラシック」 海外の有名人を紹介する； 『ロミオとジュリエット』 

7月 14日レッソン９    「日本の家に招く」 （シェイクスピアを教えてくれた文学座の安西哲雄教授） 

7月 21日レッスン 10 「パーテイ」 とっておきの体験談オリンピック開会式の演出家 P・ウイルソン 
 


