
2022年度後期iCoToBa留学前準備講座（仏・独・中・西）

開講時期 曜日・時限
科目・名称

Course Name and Category

語学レベル
Level

授業内容（フランス語）

Course Description in French

授業内容（日本語）

Course Description in Japanese

評価基準
Evaluation Criteria

後期 火曜日4限
Préparation au séjour en pays francophone
留学前準備講座

A2-B1
（初中級～

中級)

1. Introduction - Présentation du cours – évaluation du niveau des é

lèves

2.　Faire des courses – les types de magasins – shopping en

boutique, sur internet – les prix – les moyens de paiement

3. S’acheter des vêtements, des chaussures

4. Se déplacer – les transports – types de billets et de tarifs

5. Demander des renseignements - Dans une station de métro

6. Voyager - Réserver un moyen de transport, un hôtel

7. Au restaurant, au café

8. S’inscrire, prendre un abonnement

9. Formalités - A la banque

10. S'occuper de sa santé - Aller chez le médecin, à la pharmacie,

chez le dentiste

11. Problèmes - Signaler un vol à la police

12. Communiquer avec ses amis, invitations, comment refuser

quelque chose

13. Communiquer, exprimer son opinion

1. 授業の紹介-学生達の会話レベ－ル確認

2. 買い物、お店の種類､ｲﾝﾀ-ﾈｯﾄでの買い物、支払い方法

3.　買い物，洋服、靴

4. 交通手段、切符の買い方

5. 地下鉄で道を聞く

6. 旅行、予約

7. レストランで、カフェで

8. さまざまなものに登録すること、会員になる

9. 色々な手続き：銀行で

10. 健康について：内科で、薬局で、歯科で

11. 色々な問題：警察で盗難届けを出す

12. フランス人との会話，招待すること、断り方

13. 意見を伝える

授業中フランス語で積
極的に会話すること
100％

ドイツ語　担当者：Martin NIERS

開講時期 曜日・時限
科目・名称

Course Name and Category

語学レベル
Level

授業内容（ドイツ語）

Course Description in Germany

授業内容（日本語）

Course Description in Japanese

評価基準
Evaluation Criteria

後期
金曜日1限

Vorbereitung auf das Auslandsstudium
留学前準備講座

A2
（初中級）

Das Ziel dieses Kurses ist die Studenten sowohl in verbaler als auch

in paraverbaler, nonverbaler und extraverbaler Methodik auf ihren

Auslandsaufenthalt vorzubereiten. Dazu soll ersteinmal

Motivationsarbeit geleistet werden und die Freude auf eine fremde

Kultur geweckt werden. Das Bewusstwerden der eigenen Kultur und

Gewohnheiten wird den Klischees und einer realitätsnaheren

Perspektive oder Metamessage

gegenübergestellt. Informationsfunktionen sowie

Beziehungsfunktionen als auch Ausdrucks- und Appellfunktionen

werden von den Studenten selbstständig erarbeitet.

Ebenso fehlen nicht praktische Informationen zu SIM, Bank oder

Führerschein, als auch kurze Portraits der europäischen Nachbarlä

nder.

〈授業の目的〉

●外国への留学前に、語学の勉強及び、その国での生活への準備

をする。現地での生活に即した語学や文化の学習をする。また、外
国での学習形態や方法の違いについても学ぶ。
コミュニカティブメソードやインターアクティブラーニングなどの方法に
ついても説明する。

●カフェやレストラン、買い物など場面に応じた実践的な語学の学習

を繰り返すことで、実際に使える外国語を身につける。
SIMカードの入手方法や銀行口座の開設の仕方、レンタカーの借り
方、チップの渡し方などのすぐに使える情報の提供。今後、外国で仕
事を探す際の助けになるような授業を行なう。

●外国語のスマートフォンアプリなどのメディアも活用しながら、明日

から使えるような実践的な授業を展開する。
〈授業の内容〉
第 1回：前期の復習

第 2回：過去の出来事について説明する

第 3回：街角での場面練習

第 4回：困った時はどうするか

第 5回：習慣の違いについて

第 6回：ビデオを使った聞き取り練習

第 7回：旅行の計画を立てる

第 8回：典型的なものの言い方

第 9回：簡単なゲーム

第10回：ドイツでの典型的な習慣

第11回：ドイツ語の歌詞の聞き取り練習第 1回：第12回：スマートフォ
ンアプリを使った学習
第13回：まとめ

出席・授業の態度
（40％）、レポート

（30％）、宿題（30％）

中国語　担当者：劉　平

開講時期
曜日・時限 科目・名称

Course Name and Category

語学レベル
Level

授業内容(中国語)

Course Description in Chinese

授業内容(日本語)

Course Description in Japanese

評価基準
Evaluation Criteria

後期
木曜日5限

 留学之前话中国

 中国事情を語る

A2-B1
（初中級～

中級）

1、轻松谈话：你最想了解的中国
2、中国与日本历史、文化交流漫谈
3、当今的中国经历了哪些变化
4、对比中国与日本生活的细节
5、用汉语解说日本的文化人物
6、用汉语表达自己的意见和看法
7、中国影视歌作品欣赏
8、如何与中国大学生交朋友
9、如何到中国人家里做客
10、对比中日饮食方面的不同

１、気楽に話しましょう：
　　あなたは中国について何を一番知りたいですか
２、中国と日本の歴史文化交流について話しましょう
３、今の中国はどんな変化を経験していたのでしょうか
４、中国と日本の生活をいろいろ比較してみましょう
５、中国語で日本の文化、人物などを説明しましょう
６、中国語で自分の意見や考え方を伝えましょう
７、中国映画、テレビドラマ、歌などを鑑賞しましょう
８、中国の大学生と友達になるにはどうすればいいでしょうか
９、中国人の家に招かれた時、どうしたらいいですか
１０、日中の飲食を比較しましょう

出席と発言の積極性

スペイン語　担当者：山浦 アンヘラ

開講時期 曜日・時限
科目・名称

Course Name and Category

語学レベル
Level

授業内容（スペイン語）

Course Description in Spanish

授業内容（日本語）

Course Description in Japanese

評価基準
Evaluation Criteria

後期 木曜日5限
¡Preparémonos para el DELE B1!

DELE B1の準備をしよう！
B1

（中級）

Este semestre la clase de iCotoBa se va a realizar en línea, a través

de Zoom.

¿Qué vamos a hacer en Zoom?

En las horas de clase, haremos las tareas del examen DELE (lectura,

comprensión auditiva, redacción o práctica del examen oral). Al

final de las tareas, el profesor corregirá y dará algunos consejos prá

cticos.

DELEスペイン語検定試験は、世界中で広く認定されている外国語と
してのスペイン語能力に関する検定試験で、スペイン語学習者に
とってとても重要な検定試験です。2022年度後期のiCoToBaスペイン

語講座「DELEの準備をしよう！」はZoomを使ったオンライン授業で実
施します。
[Zoomを使った授業で行うこと]

授業時間中は、DELEの課題（読解、聴解、作文、DELEの口述試験の

練習）が与えられます。

講師は、毎回フィードバックします。DELEスペイン語検定試験におい

てB1（中級）に合格できることを目指して、読解、会話、聴き取りの練
習をしましょう。

参加　60%

宿題　20％

小テスト（会話）20％

フランス語　担当者：Karine ZIMMER


