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アジア／ヨーロッパ言語科 

インドネシア語コース 

 
 

 
 

 

科目名 

総合インドネシア語講座 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1年次 12単位 6単位／1学期×2学期 インドネシア語・日本語 

科目のねらい 

インドネシア語を学ぶ上で必要不可欠な語彙・文法を身につけます。 

科目内容 

日常生活で使用する文章の読み書きができるようになるための基礎文法と語彙の習得をめざします。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

ハンドアウト、 

『最新インドネシア語小辞典１．４版』 

佐々木重次 (Grup sanggar) 

 

科目名 

応用インドネシア語講座 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

2年次 6単位 6単位／2学期 インドネシア語・日本語 

科目のねらい 

１年次と留学で身につけたインドネシア語に更に磨きをかけます。 

科目内容 

新聞・雑誌など、原文で書かれた文章が辞書を使って読めるようにし、手紙やメールなどが自分で書ける文法力を身につけ

ていきます。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

未定  

科目名 

Indonesian Communication 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1年次 12単位 6単位／1学期×2学期 インドネシア語・日本語 

科目のねらい 

インドネシア語を使った基本的な会話表現を身につけます。 

科目内容 

発音の仕方や挨拶をはじめ、簡単な日常会話が聞き取れ、自分でも発話ができることをめざします。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

『やさしい初歩のインドネシア語』舟田京子

（南雲堂） 
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科目名 

Advanced Indonesian Communication 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

2年次 6単位 6単位／2学期 インドネシア語・日本語 

科目のねらい 

１年次及び留学で身につけた会話力に更に磨きをかけます。 

科目内容 

ネイティブの先生が話していることのほとんどが聞き取れ、身近な話題についてインドネシア語で自然な会話ができるよう

にします。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

未定  

科目名 

Indonesian for Business 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

2年次 2単位 2単位／2学期 インドネシア語・日本語 

科目のねらい 

仕事で使える基礎的なビジネスインドネシア語を身につけます。 

科目内容 

1年次で身につけた基礎文法力・会話力を土台に、ビジネスの現場で使用されるインドネシア語の習得をめざします。実践的

な語学力を身につけることで、卒業後、日本やインドネシアの企業で即戦力になる人材を育てます。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

未定  

科目名 

インドネシア文化研究 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1年次 4単位 2単位／1学期×2学期 インドネシア語・日本語 

科目のねらい 

インドネシアという国を言語の枠を超えた様々角度から学びます。※授業はインドネシア語です。 

科目内容 

歴史・習慣・食・政治・経済・宗教など、言語の枠を超えてインドネシアの文化を理解します。日本との関係も深く考察す

ることで、両国の架け橋になる人材を育てます。また、1年次の冬季集中学期（WIT）から実施する「文化実地研修」への準

備を行います。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

ハンドアウト  

科目名 

インドネシア現地企業研究 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1年次 4単位 2単位／1学期×2学期 インドネシア語・日本語 

科目のねらい 

インドネシアで働いたことのある講師を招き、現地の就職事情や職業体験について講義を聞きます。 

科目内容 

現地での就業経験を持つ講師が、インドネシアの就職事情、就職対策および必要なスキルについて講義を行います。現地で

も働くことができる力を身につけることが目標です。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

ハンドアウト  
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科目名 

インドネシア語検定対策講座 1 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1年次 4単位 2単位／1学期×2学期 インドネシア語・日本語 

科目のねらい 

インドネシア語検定Ｅ～Ｄ旧の取得を目指しながら基礎文法と語彙を身につけます。 

科目内容 

インドネシア語技能検定試験の過去問題を使いながら文法・語彙の復習や、問題練習を行います。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

『2010年（第 36・37回）検定問題Ｃ/Ｄ/Ｅ級』（Ｉ

ＮＪカルチャーセンター）、『2009 年（第 34・35

回）検定問題Ｃ/Ｄ/Ｅ級』（ＩＮＨカルチャーセン

ター） 

 

科目名 

インドネシア語検定対策講座 2 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

2年次 2単位 2単位／2学期 インドネシア語・日本語 

科目のねらい 

インドネシア語検定でＤ～Ｃ級の取得を目指します。 

科目内容 

インドネシア語技能検定試験 D～C級の取得をめざします。就職活動や留学で、自信を持って語学力をアピールできるように

します。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

未定  

科目名 

Indonesia Study Tour（文化実地研修） 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1・2年次 38単位 
19単位／冬季集中学期 

19単位／2年 1学期 
インドネシア語 

科目のねらい 

現地の大学で約６ヶ月、言語と文化を学びます。 

科目内容 

1 年次 1 月から 2 年次 6 月まで、インドネシアへの留学を行います。留学先は、ジャカルタのブディルフル大学にて研修が

予定されています。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

現地大学でのテキスト  
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ベトナム語コース 

 
 

 
 

 

科目名 

総合ベトナム語講座 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1年次 12単位 6単位／1学期×2学期 ベトナム語・日本語 

科目のねらい 

ベトナム語を学ぶ上で必要不可欠な語彙・文法を身につけます。 

科目内容 

日常生活で使用する文章の読み書きができるようになるための基礎文法と語彙の習得をめざします。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

『ゼロから始めるベトナム語』宇根祥夫（三

修社）、『ベトナム語表現とことんトレーニン

グ』田原洋樹（白水社） 

 

科目名 

応用ベトナム語講座 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

2年次 6単位 6単位／2学期 ベトナム語・日本語 

科目のねらい 

１年次と留学で身につけたベトナム語に更に磨きをかけます。 

科目内容 

新聞・雑誌など、原文で書かれた文章が辞書を使って読めるようにし、手紙やメールなどが自分で書ける文法力を身につけ

ていきます。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

未定  

科目名 

Vietnamese Communication 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1年次 12単位 6単位／1学期×2学期 ベトナム語・日本語 

科目のねらい 

ベトナム語を使った基本的な会話表現を身につけます。 

科目内容 

発音の仕方や挨拶をはじめ、簡単な日常会話が聞き取れ、自分でも発話ができることをめざします。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

『ベトナム語レッスン初級（１）』五味政信（スリ

ーエーネットワーク）『ベトナム語レッスン初級

（２）』五味政信（スリーエーネットワーク）、『ベ

トナム語 (ひとり歩きの会話集)』（ジェイティビ

ィパブリッシング） 
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科目名 

Advanced Vietnamese Communication 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

2年次 6単位 6単位／2学期 ベトナム語・日本語 

科目のねらい 

１年次及び留学で身につけた会話力に更に磨きをかけます。 

科目内容 

ネイティブの先生が話していることのほとんどが聞き取れ、身近な話題についてベトナム語で自然な会話ができるようにし

ます。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

未定  

科目名 

Vietnamese for Business 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

2年次 2単位 2単位／2学期 ベトナム語・日本語 

科目のねらい 

仕事で使える基礎的なビジネスベトナム語を身につけます。 

科目内容 

1年次で身につけた基礎文法力・会話力を土台に、ビジネスの現場で使用されるベトナム語の習得をめざします。実践的な語

学力を身につけることで、卒業後、日本やベトナムの企業で即戦力になる人材を育てます。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

未定  

科目名 

ベトナム文化研究 ※授業はインドネシア語です。 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1年次 4単位 2単位／1学期×2学期 ベトナム語・日本語 

科目のねらい 

ベトナムという国を言語の枠を超えた様々角度から学びます。 

科目内容 

歴史・習慣・食・政治・経済・宗教など、言語の枠を超えてベトナムの文化を理解します。日本との関係も深く考察するこ

とで、両国の架け橋になる人材を育てます。また、1年次の冬季集中学期（WIT）から実施する「文化実地研修」への準備を

行います。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

ハンドアウト  

科目名 

ベトナム現地企業研究 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1年次 4単位 2単位／1学期×2学期 ベトナム語・日本語 

科目のねらい 

ベトナムで働いたことのある講師を招き、現地の就職事情や職業体験について講義を聞きます。 

科目内容 

現地での就業経験を持つ講師が、ベトナムの就職事情、就職対策および必要なスキルについて講義を行います。現地でも働

くことができる力を身につけることが目標です。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

ハンドアウト  
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 タイ語コース 

科目名 

ベトナム語読解・作文 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1年次 4単位 2単位／1学期×2学期 ベトナム語・日本語 

科目のねらい 

多量の文章を読んで書けるようにします。 

科目内容 

ベトナム語の読み書きに焦点を当て、読解と作文を集中的に鍛え上げます。読解は多読を、作文では多量の文章が書けるよ

うになることをめざします。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

ハンドアウト  

科目名 

ベトナム語通訳・翻訳 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

2年次 2単位 2単位／2学期 ベトナム語・日本語 

科目のねらい 

翻訳や通訳の訓練を通し、よりハイレベルな語学力を身につけます。 

科目内容 

文法と会話の授業を一歩進化させ、簡単な通訳や翻訳ができるようにし、総合的な語学力向上を図ります。簡単な社内通訳・

翻訳ができるようになることが目標です。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

未定  

科目名 

Vietnam Study Tour （文化実地研修） 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1・2年次 38単位 
19単位／冬季集中学期 

19単位／2年 1学期 
ベトナム語 

科目のねらい 

現地の大学で約６ヶ月、言語と文化を学びます。 

科目内容 

年次 1 月から 2 年次 6 月まで、ベトナムへの留学を行います。留学先としては神田外語大学の提携先であるハノイ大学にて

研修が予定されています。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

未定  

科目名 

総合タイ語講座 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1年次 12単位 6単位／1学期×2学期 タイ語・日本語 

科目のねらい 

タイ語を学ぶ上で必要不可欠な語彙・文法を身につけます。 

科目内容 

日常生活で使用する文章の読み書きができるようになるための基礎文法と語彙の習得をめざします。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

『らくらくタイ語 文法からの会話』田中寛（語学

春秋社）、『ニューエクスプレス タイ語』水野潔

（白水社）、『タイ語が面白いほど身につく本 CD

付』ギェッティポン・ルーンスワン他著（中経出

版） 

 

http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AE%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%B3/e/B00IWC6CNC/ref=dp_byline_cont_book_1
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科目名 

応用タイ語講座 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

2年次 6単位 6単位／2学期 タイ語・日本語 

科目のねらい 

１年次と留学で身につけたタイ語に更に磨きをかける。 

科目内容 

新聞・雑誌など、原文で書かれた文章が辞書を使って読めるようにし、手紙やメールなどが自分で書ける文法力を身につけ

ていきます。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

未定  

科目名 

Thai Communication 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1年次 12単位 6単位／1学期×2学期 タイ語・日本語 

科目のねらい 

タイ語を使った基本的な会話表現を身につけます。 

科目内容 

発音の仕方や挨拶をはじめ、簡単な日常会話が聞き取れ、自分でも発話ができることをめざします。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

『タイ語レッスン初級（１）』ブッサバー バンチ

ョンマニー他著（スリーエーネットワーク）、『ち

いさなカタコト タイ語ノート － フォトエッセ

イとイラストで楽しむ』伊藤若枝（国際語学社） 

 

科目名 

Advanced Thai Communication 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

2年次 6単位 6単位／2学期 タイ語・日本語 

科目のねらい 

１年次及び留学で身につけた会話力に更に磨きをかけます。 

科目内容 

ネイティブの先生が話していることのほとんどが聞き取れ、身近な話題についてタイ語で自然な会話ができるようにします。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

未定  

科目名 

Thai for Business 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

2年次 2単位 2単位／2学期 タイ語・日本語 

科目のねらい 

仕事で使える基礎的なビジネスタイ語を身につけます。 

科目内容 

1年次で身につけた基礎文法力・会話力を土台に、ビジネスの現場で使用されるタイ語の習得をめざします。実践的な語学力

を身につけることで、卒業後、日本やタイの企業で即戦力になる人材を育てます。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

未定  

http://www.amazon.co.jp/%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%90%E3%83%BC-%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%BC/e/B004LW06DE/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%90%E3%83%BC-%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%BC/e/B004LW06DE/ref=dp_byline_cont_book_1
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科目名 

タイ文化研究 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1年次 4単位 2単位／1学期×2学期 タイ語・日本語 

科目のねらい 

タイという国を言語の枠を超えた様々角度から学びます。※授業はタイ語です。 

科目内容 

歴史・習慣・食・政治・経済・宗教など、言語の枠を超えてインドネシアの文化を理解します。日本との関係も深く考察す

ることで、両国の架け橋になる人材を育てます。また、1年次の冬季集中学期（WIT）に実施する「文化実地研修」への準備

を行います。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

ハンドアウト  

科目名 

タイ現地企業研究 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1年次 4単位 2単位／1学期×2学期 タイ語・日本語 

科目のねらい 

タイで働いたことのある講師を招き、現地の就職事情や職業体験について講義を聞きます。 

科目内容 

現地での就業経験を持つ講師が、タイの就職事情、就職対策および必要なスキルについて講義を行います。現地でも働くこ

とができる力を身につけることが目標です。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

ハンドアウト  

科目名 

タイ語検定対策講座 1 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1年次 4単位 2単位／1学期×2学期 タイ語・日本語 

科目のねらい 

タイ語検定で５～４級の取得を目指します。 

科目内容 

日常生活で頻繁に使用する語彙と発音を学び、簡単な会話可能レベルと基礎的なタイ文字への理解を深め、タイ語検定 5～4

級の対策をしていきます。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

ハンドアウト  

科目名 

タイ語検定対策講座 2 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

2年次 2単位 2単位／2学期 タイ語・日本語 

科目のねらい 

タイ語研究で３～準２級の取得を目指します。 

科目内容 

社会生活（ビジネス社会）において、現地スタッフと意思疎通が可能なタイ語力を養い、検定試験 3～準 2級の取得を目指し

ます。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

未定  
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科目名 

Thailand Study Tour（文化実地研修） 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1・2年次 38単位 
19単位／冬季集中学期 

19単位／2年 1学期 
タイ語 

科目のねらい 

現地の大学で約６ヶ月、言語と文化を学びます。 

科目内容 

1 年次 1 月から 2 年次 6 月まで、タイへの留学を行う。留学先としては、現在、神田外語大学の提携先であるブラパー大学

にて研修が予定されています 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

未定  


