
授業コード：1367200 

授業科目  中国語通訳ガイド演習 単位  2 

履      修  選択 関連資格 
 

ナンバリング TO31322J 

開講年次  3・4年 開講時期 後期 該当ＤＰ  DP1-2 DP3-1 DP4-1 DP5-2 

担当教員  神崎  明坤 

授業概要  

【実務家教員担当科目】 

「中国語通訳ガイド演習」では、中国語通訳ガイドの力の養成に重点をおく。中国国家エネルギー省（能源部）の通訳と

して二年間で勤めさせていただいた経験を活かして、実務家として学習者に基礎的な理解能力、表現能力の養成を目

指して、５技能（聞く力、話す力、読む力、書く力、訳す力）を高めるために、授業で「聞く、会話、読む、書く、訳す」練習を

行う。また、学生たちに関心のある日中両国文化の相違を学ぶと同時に異文化コミュニケーション能力の育成を図る。 

学生が達成すべき       

行動目標 

１．通訳ガイドに必要な語学能力を高めることができる。 

２．日中両国の観光文化の相違を理解することができる。 

３．中国語でのコミュニケーション能力を身に付けることができる。 

達成度評価 

評価と評価割合／ 

評価方法 
試験 小テスト レポート 

発表(口

頭、プレ

ゼンテ

ーショ

ン） 

レポート

外の提

出物 

その他 合計 備考 

総合評価割合 ５０  ２０  0  ３０  0  0  100 
 

知識・理解 (DP1-1) 
        

知識・理解 (DP1-2) ２０  10  0  10 
  

 ４０ 
 

知識・理解 (DP1-3) 
        

知識・理解 (DP1-4)         

思考・判断 (DP2-1) 
        

思考・判断 (DP2-2) 
        

関心・意欲 (DP3-1) １０  0  0  10 
  

 20 
 

関心・意欲 (DP3-2) 
        

態度         (DP4-1) １０ 
 

 0  0 
  

 １０ 
 

態度         (DP4-2) 
        

態度         (DP4-3) 
        

技能・表現 (DP5-1) 
        

技能・表現 (DP5-2) １０  10  0  １０ 
  

 ３０ 
 

技能・表現 (DP5-3) 
        

 
具体的な達成の目安 

理想的レベル 標準的なレベル 

「中国語通訳ガイド演習」に求められている５技能を身に付けるこ

とができる。 

中国語の基礎的な理解能力、表現能力を身に付けることがで

きる。 

授業計画 

進行 テーマ・講義内容 授業の運営方法 学習課題(予習・復習） 

予習・復

習時間

(分） 

1 
テーマ：聞く練習 

     教材に沿って、聞く練習を行う。 

講義 該当部分の復習・予習 60 
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2 
テーマ：話す練習 

     短い映像を見て、話す練習を行う。 

講義 

 

該当部分の復習・予習  60 

3 

テーマ：話す練習 

     自然なスピードで中国語を話して 

     話す能力を養う。 

 

講義 

小テスト 

該当部分の復習・予習  60 

4 

テーマ：聞く練習 

     留学生の生の中国語を聞いて聞く力を養     

う。 

 

講義 

 

該当部分の復習・予習  60 

5 
テーマ：聞く練習 

     映画を見て、聞く練習を行う。 

講義 該当部分の復習・予習  60 

6 

テーマ：会話練習① 

     身近なことについて、会話練習を行う。   

 

講義 

小テスト 

該当部分の復習・予習  60 

7 

テーマ：会話練習② 

     日常生活について、会話練習を行う。 

 

講義 該当部分の復習・予習  60 

8 

 テーマ：会話練習③ 

     留学生と一緒に会話練習を行う。   

 

講義 

 

該当部分の復習・予習  60 

9 

テーマ：会話練習④ 

     ゲームをしながら、会話練習を行う。   

 

講義 

小テスト 

該当部分の復習・予習  60 

10 

テーマ：会話練習⑤ 

     会話のテーマに沿って、作成した会話文 

     を人前で発表できるようになる。 

講義 該当部分の復習・予習  60 

11 

テーマ：読む練習① 

     読書への基本姿勢を養う。   

 

講義 該当部分の復習・予習  60 

12 

テーマ：読む練習② 

     既習の文を自分の力で読み、内容を理      

解する力を養う（上）。 

講義 

小テスト 

該当部分の復習・予習  60 

13 

テーマ：読む練習③ 

     既習の文を自分の力で読み、内容を理      

解する力を養う（下）。 

講義 該当部分の復習・予習  60 

14 

テーマ：読む練習④ 

     中国語の新聞を自分の力で読み、内容を     

理解する力を養う（上）。 

講義 該当部分の復習・予習  60 

15 

テーマ：読む練習⑤ 

     中国語の新聞を自分の力で読み、内容を     

理解する力を養う（下）。 

講義 

小テスト 

該当の部分の復習  60 

16 

テーマ：書く練習① 

     中国語の語順を学び、文を書くための基     

礎を養う（上）。 

 

講義と演習 該当部分の復習  60 

17 

テーマ：書く練習② 

     中国語の語順を学び、文を書くための基     

礎を養う（下）。 

 

講義と演習 該当部分の復習  90 

18 

テーマ：書く練習③ 

     単語や文章の筆写だけでなく、自分で 

     考えて書く力を養う（上）。 

講義と演習 該当部分の復習  90 
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19 

テーマ：書く練習④ 

     単語や文章の筆写だけでなく、自分で 

     考えて書く力を養う（下）。 

講義と演習 該当部分の復習  90 

20 

テーマ：書く練習⑤ 

     就活に向けて自己紹介文を書く（上）。 

 

講義と演習 該当部分の復習  90 

21 
テーマ：書く練習⑥ 

     就活に向けて自己紹介文を書く（下）。 
講義と演習 該当部分の復習  90 

22 

テーマ：訳す練習① 

     中国語⇔日本語の翻訳のノーハウを 

     学ぶ（上）。 

講義と演習 該当部分の復習  90 

23 

テーマ：訳す練習② 

     中国語⇔日本語の翻訳のノーハウを 

     学ぶ（中）。 

講義と演習 該当部分の復習  90 

24 

テーマ：訳す練習③ 

     中国語⇔日本語の翻訳のノーハウを 

     学ぶ（下）。 

講義と演習 該当部分の復習  90 

25 

テーマ：訳す練習④ 

     早く訳すことができる能力を養成する      

（上）。 

講義と発表 該当部分の復習  90 

26 

テーマ：訳す練習⑤ 

     早く訳すことができる能力を養成する      

（中）。 

講義と発表 該当部分の復習  90 

27 

テーマ：訳す練習⑥ 

     早く訳すことができる能力を養成する      

（下）。 

講義と演習 該当部分の復習  90 

28 
テーマ：総復習① 

     総復習を行う 
講義と演習 該当部分の復習  90 

29 
テーマ：総復習② 

     期末テスト 
復習 該当部分の復習  60 

30 

テーマ：発表 

     発表を行う。   

 

演習 該当部分の復習  60 

 

理解に必要な予備

知識や技能 

中国語の授業を履修した経験が必要である。 

テキスト 

プリント配布予定 

 

参考図書・教材／

データベース・雑誌

等の紹介 

「知っておきたい中国事情」 吉田泰謙 相原里美 著 白水社  

授業中指導 

授業以外の学習     

方法・受講生への  

メッセージ 

①暗記するまで繰り返し練習すること。     

②参考書を良く使って勉強すること。 

③積極的に授業活動に参加すること。         

④よく質問すること。 
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達成度評価に関す

るコメント 

期末テスト、発表、小テスト等の内容については、授業中で指示をする.。毎回真面目に授業に参加し、宿題を

提出することが求まられる。 

中国語検定試験 2級レベルに達すること、中国語通訳ガイド試験に合格できるように頑張ってもらう。 

 


