
※ 個人での申し込みは受け付けていません。在学している高校を通じ申し込みしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 大阪大学外国語学部では、進学を目指す高校生の方に、本学部開設の授業に参加していただくこと

により、本学部の教育活動について理解を深め、普段触れることの少ない英語以外の外国語を含む多

様なカリキュラムに触れる機会を提供するため、次のとおり開放授業を実施いたします。 

 

記 

 

１．実 施 期 間 ： 平成2４年10月15日（月）から平成24年10月19日（金） 

 

２．対  象  者 ： 高校生のみ 

 

３．申 込 期 限 ： 平成 2４年９月 1４日（金）必着 

 

４．実 施 方 法 等 ： 

 (1) 対象とする授業は、外国語学部開設科目（第２時限から第５時限）の内、次の科目群に属する本 

   学部学生のための通常授業です。 

   ① 専攻語科目２年実習 

     各専攻の言語を修得するための科目（外国語学部 2 年生必修科目） 

   ② 専攻科目（講義）及び（演習） 

     世界各地域の言語文化に関する専門知識を深めるために、言語学、文学、歴史学及び社会学 

     などについて学ぶ科目 

 

 (2) 別紙「2012 年度大阪大学外国語学部授業開放ウィーク対象科目一覧」の中から受講したい授業科 

   目を選んでください。 

   なお、各授業の内容等詳細についてはインターネットで調べることができます。 

   別紙「2012 年度 大阪大学外国語学部授業開放ウィーク シラバス(授業科目詳細情報)閲覧方法」を 

     参照してください。 

 

 (3) 応募単位は高等学校ごととし、個人での応募は一切受付いたしません。 

   また、同一授業科目に複数校の応募があり、かつ、受入可能人数以上の場合は抽選とします。 

   なお、応募結果については、９月末までに各高等学校へ通知いたします。 



参 加 要 領 
 

 

 

 

 

 

１．集合場所・時間 

 (1) 場所：大阪大学 言語文化研究科・外国語学部箕面教務室学生支援係 

      （箕面キャンパスＡ棟１階：別紙「箕面キャンパスマップ」参照） 

 (2) 時間：参加授業開始の30分前までにお越し願います。 

 

２．当日のスケジュール 

 (1) （授業開始30分前まで） 学生支援係にて受付・教室の確認 

 (2) 控室等で待機 

 (3) （授業開始10分前）   教室へ移動 

 (4) （授業終了後）      学生支援係にアンケートを提出し解散 

   ※  複数の授業を受講される場合は、控室等で適宜休憩してください。 

 

３．注意事項 

 (1) 筆記用具を持参してください。 

 (2) 授業中は携帯電話の電源を切ってください。 

 (3) 授業中は担当教員の指示に従ってください。 

 (4) 大学へは公共交通機関によりお越しください。 

 (5) 昼食が必要な方は各自で用意してください。 

   なお、キャンパス内にある食堂を利用することも可能です。 

 (6) やむをえず欠席する場合は、必ず下記担当係へ【高校名、氏名、受講予定の日・時限、 

   科目名】を連絡してください。 

   なお、当日に連絡いただく場合は、電話により連絡してください。 

 

 

 

 

          【担当係】 

    〒562-8558  

    大阪大学 言語文化研究科・外国語学部 箕面教務室学生支援係 

    ℡：072-730-5058 

    e-mail：genbun-minoh-shien@office.osaka-u.ac.jp 



 2012年度大阪大学外国語学部
授業開放ウィーク対象科目一覧

募集番号 時限 授業時間 科目区分 授業科目名 担当教員 募集人数

1201 専攻語科目２年実習 タイ語11 村上　忠良 3名

1202 専攻語科目２年実習 アラビア語12 竹田　新 3名

1203 専攻語科目２年実習 ペルシア語11 森　茂男 ８名

1204 専攻語科目２年実習 スウェーデン語13 高橋　美惠子 ２名

1205 専攻科目（講義） ベトナム語学講義ｂ 冨田　健次 5名

1206 専攻科目（演習） ビルマ文学演習Ⅰｂ 南田　みどり 2名

1207 専攻科目（演習） モンゴル社会演習Ⅱｂ 今岡　良子 10名

1301 専攻語科目２年実習 中国語19 鈴木　慎吾 6名

1302 専攻語科目２年実習 ヒンディー語11 西岡　美樹 5名

1303 専攻科目（講義） ロシア政治経済講義Ⅰｂ 藤原　克美 3名

1304 専攻科目（講義） ロシア語学講義Ⅰｂ 林田　理惠 3名

1305 専攻科目（演習） モンゴル社会講義ｂ 今岡　良子 10名

1306 専攻科目（演習） ドイツ語圏文化演習Ⅴｂ 進藤　修一 3名

1401 専攻語科目２年実習 日本語15 鈴木　睦 6名

1402 専攻科目（講義） アメリカ文学・文化概論ｂ 渡邉　克昭 6名

1403 専攻科目（講義） スペイン語学概論ｂ 松本　健二 6名

1404 専攻科目（講義） タイ社会講義Ⅰｂ 村上　忠良 3名

1405 専攻科目（演習） 朝鮮語学演習Ⅰｂ 小西　敏夫 4名

1406 専攻科目（演習） ベトナム言語演習ｂ 清水　政明 10名

1407 専攻科目（演習） 南アジア語学演習Ⅰｂ 西岡　美樹 5名

1408 専攻科目（演習） ウルドゥー文学演習Ⅳｂ 松村　耕光 3名

1409 専攻科目（演習） ロシア語学演習Ⅱａ 上原　順一 1名

1410 専攻科目（演習） ロシア政治経済演習Ⅱｂ 藤原　克美 3名

1411 専攻科目（演習） 日本語学演習Ⅰｂ 堀川　智也 10名

1501 専攻科目（講義） イギリス文化概論ｂ 岡田　新 ２０名

1502 専攻科目（講義） ビルマ文学講義Ⅰｂ 南田　みどり 2名

1503 専攻科目（講義） ドイツ語圏文化講義Ⅱｂ 進藤　修一 5名

1504 専攻科目（演習） 朝鮮文学演習Ⅰｂ 小西　敏夫 4名

1505 専攻科目（演習） モンゴルフィールドワーク演習ｂ 今岡　良子 10名

1506 専攻科目（演習） モンゴル語学演習Ⅰｂ 中嶋　善輝 2名

3

4

5

13:00～14:30

14:40～16:10

16:20～17:50

日程：2012年10月15日（月）

2 10:30～12:00

1/4



 2012年度大阪大学外国語学部
授業開放ウィーク対象科目一覧

募集番号 時限 授業時間 科目区分 授業科目名 担当教員 募集人数

2201 専攻科目（講義） 南アジア文化概論ｂ 山根　聡 10名

2202 専攻科目（講義） 対照言語学講義ｂ 三原　健一 ２０名

2203 専攻科目（講義） 日本語教育学講義Ⅲｂ 真嶋　潤子 3名

2301 専攻語科目２年実習 モンゴル語11 塩谷　茂樹 5名

2302 専攻語科目２年実習 インドネシア語13 原　真由子 5名

2303 専攻語科目２年実習 ヒンディー語13 長崎　広子 2名

2304 専攻語科目２年実習 スワヒリ語14 竹村　景子 5名

2305 専攻語科目２年実習 ロシア語13 藤原　克美 5名

2306 専攻科目（演習） ドイツ語圏文化演習Ⅰｂ 野村　泰幸 3名

2307 専攻科目（演習） アメリカ文学・文化演習Ⅱｂ 貴志　雅之 5名

2401 専攻科目（講義） アメリカ文学・文化講義ｂ 貴志　雅之 5名

2402 専攻科目（講義） 日本語学講義Ⅱｂ 小矢野　哲夫 10名

2403 専攻科目（演習） 東南アジア社会文化演習Ⅱｂ 原　真由子 5名

2404 専攻科目（演習） 南アジア文化演習Ⅰｂ 山根　聡 10名

2405 専攻科目（演習） アフリカ地域文化演習ｂ 竹村　景子 5名

2501 専攻語科目２年実習 アルタイ諸語概論ｂ 塩谷　茂樹 ５名

2502 専攻科目（講義） ロシア学入門Ⅱｂ 堀江　新二 5名

2503 専攻科目（講義） ドイツ語圏文化概論ｂ 中川　裕之 3名

2504 専攻科目（講義） スペイン歴史文化講義ｂ 大内　一 3名

2505 専攻科目（演習） 東南アジア社会文化演習Ⅱｂ 清水　政明 5名

2506 専攻科目（演習） 日本語教育学演習ｂ 鈴木　睦 6名

10:30～12:00

日程：2012年10月16日（火）

16:20～17:505

4

13:00～14:30

14:40～16:10

2

3

2/4



 2012年度大阪大学外国語学部
授業開放ウィーク対象科目一覧

募集番号 時限 授業時間 科目区分 授業科目名 担当教員 募集人数

3201 専攻語科目２年実習 中国語11 杉村　博文 ８名

3202 専攻語科目２年実習 インドネシア語15 菅原　由美 5名

3203 専攻語科目２年実習 タイ語13 宮本　マラシー 5名

3204 専攻語科目２年実習 ベトナム語11 冨田　健次 5名

3205 専攻語科目２年実習 ヒンディー語12 小磯　千尋 6名

3206 専攻語科目２年実習 ウルドゥー語11 松村　耕光 3名

3207 専攻語科目２年実習 アラビア語14 藤井　章吾 5名

3208 専攻語科目２年実習 ハンガリー語13 岡本　真理 3名

3209 専攻語科目２年実習 デンマーク語13 石黒　暢 2名

3210 専攻科目（講義） ポルトガル語圏文学概論ｂ 平田　惠津子 3名

3211 専攻科目（講義） 日本語文法入門ｂ 堀川　智也 50名

3212 専攻科目（演習） ドイツ語圏文化演習Ⅱｂ 中川　裕之 3名

3301 専攻語科目２年実習 モンゴル語13 中嶋　善輝 2名

3302 専攻語科目２年実習 ウルドゥー語13 北田　信 10名

3303 専攻語科目２年実習 スワヒリ語11 米田　信子 10名

3304 専攻科目（講義） 英語史概論ｂ 大津　智彦 10名

3305 専攻科目（演習） 東南アジア社会文化演習Ⅱｂ 村上　忠良 3名

3306 専攻科目（演習） スワヒリ語演習Ⅱｂ 竹村　景子 5名

3401 専攻語科目２年実習 中国語15 青野　繁治 2名

3402 専攻語科目２年実習 英語13 貴志　雅之 2名

3403 専攻科目（講義） インドネシア文化講義Ⅰｂ 菅原　由美 5名

3404 専攻科目（講義） 英語学講義ｂ 杉本　孝司 15名

3405 専攻科目（講義） 日本語学講義Ⅰｂ 堀川　智也 5名

3406 専攻科目（演習） ハンガリー語学演習Ⅰｂ 早稲田　みか 2名

3501 専攻科目（講義） 東南アジア言語概論ｂ 加藤　昌彦 5名

3502 専攻科目（講義） スペイン歴史文化概論ｂ 中本　香 10名

3503 専攻科目（演習） ウルドゥー語学演習Ⅰｂ 松村　耕光 3名

募集番号 時限 授業時間 科目区分 授業科目名 担当教員 募集人数

4201 2 10:30～12:00 専攻科目（講義） イタリア言語文化概説Ⅰｂ 村瀬　有司 4名

16:20～17:50

日程：2012年10月17日（水）

日程：2012年10月18日（木）

13:00～14:30

14:40～16:10

10:30～12:00

4

5

3

2

3/4



 2012年度大阪大学外国語学部
授業開放ウィーク対象科目一覧

募集番号 時限 授業時間 科目区分 授業科目名 担当教員 募集人数

5201 専攻語科目２年実習 朝鮮語13 岸田　文隆 3名

5202 専攻語科目２年実習 ビルマ語11 井上　さゆり 3名

5203 専攻科目（講義） 東南アジア言語講義ｂ 冨田　健次 5名

5204 専攻科目（講義） 北欧文学概論ｂ 田邉　欧 5名

5205 専攻科目（講義） スペイン語学講義Ⅰｂ 長谷川　信弥 ３名

5206 専攻科目（演習） ビルマ語学演習Ⅱｂ 加藤　昌彦 3名

5207 専攻科目（演習） ヒンディー文学演習Ⅰｂ 小磯　千尋 6名

5208 専攻科目（演習） ヒンディー語学演習Ⅰｂ 西岡　美樹 5名

5209 専攻科目（演習） 日本事情演習ｂ 筒井　佐代 5名

5301 専攻語科目２年実習 中国語16 鈴木　慎吾 6名

5302 専攻語科目２年実習 モンゴル語12 今岡　良子 10名

5303 専攻語科目２年実習 ドイツ語11 野村　泰幸 5名

5304 専攻科目（講義） 朝鮮語学講義ｂ 岸田　文隆 3名

5305 専攻科目（講義） ベトナム文学演習ｂ 冨田　健次 5名

5306 専攻科目（講義） 日本語教育学講義Ⅰｂ 筒井　佐代 5名

5307 専攻科目（演習） ヒンディー語学演習Ⅱｂ 西岡　美樹 3名

5308 専攻科目（演習） ドイツ語圏文化演習Ⅲｂ 山元　孝郎 10名

5401 専攻語科目２年実習 トルコ語11 勝田　茂 2名

5402 専攻語科目２年実習 ドイツ語11 野村　泰幸 5名

5403 専攻科目（講義）  北欧史概説ｂ(北欧文化講義Ⅱｂ) 古谷　大輔 5名

5404 専攻科目（講義）  言語学概論(言語学演習) 堀川　智也 10名

5405 専攻科目（演習） 朝鮮語学演習Ⅱｂ 岸田　文隆 3名

5406 専攻科目（講義） 日本語教育学講義Ⅱｂ 鈴木　睦 6名

5501 5 16:20～17:50 専攻科目（講義） 東アジア言語文化概論 杉村　博文 ２０名

4 14:40～16:10

日程：2012年10月19日（金）

3 13:00～14:30

2 10:30～12:00

4/4



 

  

 

  

 

 

貴校生徒についてとりまとめの上ご記入願います。 

なお、記入及び申し込みにつきましては下記をご参照ください。 

 高等学校名 
 

〒    －              

所 在 地 
※ ２ 枚 目 以 降 記 入 不 要    

氏名 
 

℡        －       －   

 

 担 当 教 員 

 氏名・連絡先 
 ※ ２ 枚 目 以 降 記 入 不 要  

e-mail          

募 集 番 号 授   業   科   目   名 

          

番 号 学 年 氏 名 ５   10   

1   ６   1１   

2   ７   1２   

3   ８   1３   

４   ９   1４   

記入について 

１．複数の科目を応募される場合は、適宜コピーの上科目毎に申込書をご記入願います。 

２．募集番号については、別紙「授業開放ウィーク対象科目一覧」を参照してください。 

  なお、同一科目名であっても曜日・時限が異なる場合は，募集番号も異なりますの 

  でご注意ください。 

３．応募締切：2012年9月14日（金）必着 

４．応募結果については、９月末までに各高等学校宛により通知します。 

 

申し込みについて 

１．郵送による申し込み 

 返信用封筒（長形３号に住所・学校名を記入し，90円切手を貼付）を同封の上，下記担 

 当係宛に郵送してください。 

２．メールによる申し込み 

 下記担当宛にメールを送っていただきましたら申込書のフォームをメールにより送 

 付しますので、必要事項を入力の上メールに添付し送信してください。 

  

 

     【担当係】 

   〒562-8558  

   大阪大学 言語文化研究科・外国語学部 箕面教務室学生支援係 

   ℡：072-730-5058 

   e-mail：genbun-minoh-shien@office.osaka-u.ac.jp 



2012 年度 大阪大学外国語学部授業開放ウィーク 

シラバス（授業科目詳細情報）閲覧方法 

 

１．【大阪大学】学務情報システムシラバス公開ページ（https://koan.osaka-u.ac.jp/syllabus_ex/campus） 

  にアクセス 

 

 

２．外国語学科をクリック

「外国語学科」 

クリック 



 

 

３． 「大阪大学 外国語学部シラバス」のページであることを確認し、上から３つめの「開講科目名」を 

クリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．  (１)左側「開講科目名」の欄に、シラバスを調べたい授業科目名を入力 

(２)下の「検索」をクリック 

【例】月曜３限「モンゴル社会学講義ｂ」担当教員：今岡良子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)授業科目名入力 

「開講科目名」 

クリック 

確認 

(2)「検索」クリック 

 



 

 

 

５． 右側の検索結果で授業名と担当教員、曜日・時限を確認できたら、授業名をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．別窓で「シラバス参照[KOAN]」が開き、シラバス（授業科目の詳細情報）を閲覧できます。 

 

確認 

クリック 

シラバス（授業科目の詳細情報） 



箕面キャンパスマップ 
 

 
 

アクセス 

 

Ａ棟１Ｆ 箕面教務室学生支援係 
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