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令和 3（2021）年度 長岡大学シラバス 

授業科目名 

科目コード 

中国語 IC（ChineseⅠC）  

2011011-014 
担当教員 

白 雪晴 

（バイ ショエチン） 

科目区分 教養科目 
必修・ 

選択区分 
選択必修 

単位

数 
２ 配当年次 １年次 開講期 通年 

科目特性 資格対応科目 / 知識定着・確認型 AL 

 

① 授業のねらい・概要 

本講義は、初心者を対象とし、中国語に興味がわき、将来の仕事の場にも活躍させるため、しっかり

基礎を身につけることを目指す。生徒さんが、中国語をピンインつきで完璧に読め、ピンインなしで

もある程度読めるようになる。そして、基礎的な文法も理解し、使えるようにする。授業内容に合わ

せて、より中国の文化に触れ、日中文化に対して考えるようになる。 

② ディプロマ・ポリシーとの関連 

グローバル的な視点を持ち、社会に貢献できる能力。 

コミュニケーション能力。 

 

③ 授業の進め方・指示事項 

講師の発音指導、説明を主とし、CD も毎回聞き補充手段にする。板書、配布印刷物、視聴覚メディ

ア等を活用する。中国語が話せるため、試行錯誤をしていく。提出物、作文の作成練習もある。 

④ 関連科目・履修しておくべき科目 

特になし。 

 

⑤ 標準的な達成レベルの目安 

(i) 中国語についての認識。 

(ii) 中国語の基礎を身につける。 

(iii) 慣用句的な文法を理解したうえ、ある程度の長い文章が書ける。 

 

⑥ テキスト（教科書） 

『LOVE！上海 初級中国語』 楊凱栄・張麗群 朝日出版社 

⑦ 参考図書・指定図書 

特になし。 

 

 

 

⑧ 学習の到達目標とその評価の方法、フィードバックの方法 
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具体的な学習到達目標 試験 小テスト 課題 レポート 
発表・ 

実技 

授業への

参加･意欲 
その他 合計 

総合評価割合 70％     30％  100% 

(i) 基本概念の理解 30％       20 %  50% 

(ii) 基本知識の応用 20％     5%  25% 

(iii) 中国語の特徴を把握 20％     5%  25% 

フィードバックの方法 課ごとに練習問題を出す。 

 

⑨ 担当教員からのメッセージ（昨年度授業アンケートを踏まえての気づき等） 

教材についている CD を繰り返し聞き、同時に発音することが有効的です。 

 

 

 

⑩ 授業計画と学習課題 

回

数 
授業の内容 持参物 授業外の学習課題と時間（分） 

1 
発音、中国語で自分の名前を言

う、中国語はどんな言語？  

教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

2 
発音、クラス全員の名前を中国

語で。中国語を勉強する心構え 

教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

3 
発音編の卒業、発音のルール、

日本語と中国語の特徴。 

教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

4 
動詞述語文、「吗」疑問文、名

前の言い方 

教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

5 
疑問詞疑問文、「的」の使い方、

副詞の「也」 

教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

6 

所在の動詞「在」、１－１０数

字、量詞、指示詞「这，那，哪」 

教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

7 
所有・存在を表す「有」、家族

の言い方、接続詞「和」 

教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

8 
喜欢+動詞、推量を表す助詞

「吧」、副詞「都」 

教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

9 
形容詞述語文、連動文、助動詞

「想」 

教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 



3 

 

10 
名詞述語文、正反疑問文、時刻

と曜日 

教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

11 

完了を表す助詞「了」、前置詞

「在」、経験を表す助詞「过」 

教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

12 
選択疑問文「还是」、副詞「还」、

形容詞の連体修飾 

教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

13 
助動詞「会」、同市の連体修飾、

「～极了」 

教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

14 
副詞「有点儿」、前置詞「离」、

変化と新しい事態の助詞「了」 

教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

15 
復習のまとめ 教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

16 
動詞+「一下」、方位詞 教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

17 
存現文、比較を表す前置詞「比」 教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

18 
値段の言い方、「太～了」、「一

点儿」、副詞「再」 

教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

19 
結果補語、時間幅、、副詞「就」

「才」 

教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

20 
離合詞、助動詞「可以」、方向

補語① 

教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

21 
主述述語文、助動詞「能」、二

重目的語 

教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

22 方向補語②、前置詞の「给」 
教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

23 
前置詞「跟」、副詞「还」、接続

詞「而且」 

教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

24 
方向補語②、兼語文 教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

25 
原因を表す「怎么」、短い文章

を書く 

教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

26 
副詞「一直」「刚」、動詞+「了」

+数量表現+「了」 

教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 
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27 動量詞、「就要～了」、「～的话」 
教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

28 
様態補語 教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

29 
補語のまとめ 教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

30 
復習まとめ 教科書、筆記用具 前回授業内容の復習 30 分 

 

⑪ アクティブラーニングについて 

学生自らは毎課授業及び復習によって、理解力を高めていく。 

 

 

 

 

※以下は該当者のみ記載する。 

⑫ 実務経験のある教員による授業科目 

実務経験の概要 

 

 

 

実務経験と授業科目との関連性 

 

 

 

 

 


