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情報公開 

海外からの招聘教員の教育研究活動実績（2019年度） 

 

 

王
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 艶
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紅
コウ

（外国語学部中国語学科 准教授） 

招聘元大学・職名：上海外国語大学 国際文化交流学院 准教授 

招聘期間：2019 年（平成 31 年）4 月～2020 年（令和 2 年）3 月 

 

■本学での担当授業実績（2019年度） 

担当授業科目数： 6 コマ 

受講学生数：春学期 117 名、秋学期 114 名 計 231 名 

 

春学期 秋学期 

曜日・講時 科目名 受講者数 曜日・講時 科目名 受講者数 

水曜日 2 講時 中国語会話Ⅰ－Ｂ 19 水曜日 2 講時 中国語会話Ⅱ－Ｂ 18 

水曜日 3 講時 中国語会話Ⅲ－Ａ 16 水曜日 3 講時 中国語会話Ⅳ－Ａ 14 

火曜日 3 講時 中国語会話Ⅲ－Ｂ 16 火曜日 3 講時 中国語会話Ⅳ－Ｂ 15 

火曜日 1 講時 中国語会話Ⅴ 17 火曜日 1 講時 中国語会話Ⅵ 18 

月曜日 5 講時 中国語会話Ⅶ 31 月曜日 5 講時 中国語会話Ⅷ 30 

水曜日 5 講時 中国語会話Ⅶ 18 水曜日 5 講時 中国語会話Ⅷ 19 

※科目名をクリックするとシラバスにリンクします。 

 

■教育研究活動 

 学内中国語暗誦大会審査員（2019 年 6 月 29 日、於京都外国語大学実施） 

 全国高校生中国語スピーチコンテスト審査員（2019 年 12 月 14 日、於京都外国語大学実施） 

 全日本学生中国語弁論大会出場学生の発音指導担当 

 〈学術論文〉 

「不同历史层次的汉语突厥语借词」『京都外国語大学京都外国語短期大学 研究論叢』第 94 号（令和２年１月 31 日）  

http://www.kufs.ac.jp/
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65299
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65300
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65305
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65306
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65303
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65304
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65295
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65296
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65289
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65290
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65289
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65290
http://www.kufs.ac.jp/news/detail.html?id=DPshQbJc
https://www.kufs.ac.jp/news/detail.html?id=XclKPmNk
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（外国語学部中国語学科 講師） 

招聘元大学：北京第二外国語学院 准教授 

招聘期間：2019 年（平成 31 年）4 月～2020 年（令和 2 年）（2020 年）3 月 

 

■本学での担当授業実績（2019年度） 

担当授業科目数：6 コマ 

受講学生数：春学期 103 名 秋学期 101 名 計 204 名 

 

春学期 秋学期 

曜日・講時 科目名 受講者数 曜日・講時 科目名 受講者数 

火曜日 2 講時 中国語会話Ⅰ－Ｂ 17 火曜日 2 講時 中国語会話Ⅱ－Ｂ 16 

火曜日 3 講時 中国語会話Ⅲ－Ａ  17 火曜日 3 講時 中国語会話Ⅳ－Ａ 18 

水曜日 3 講時 中国語会話Ⅲ－Ａ 12 水曜日 3 講時 中国語会話Ⅳ－Ａ 11 

火曜日 1 講時 中国語会話Ⅴ 19 火曜日 1 講時 中国語会話Ⅵ 19 

水曜日 1 講時 中国語会話Ⅴ 20 水曜日 1 講時 中国語会話Ⅵ 18 

月曜日 5 講時 中国語会話Ⅶ 18 月曜日 5 講時 中国語会話Ⅷ 19 

※科目名をクリックするとシラバスにリンクします。 

 

■教育研究活動 

 学内中国語暗誦大会審査員（2019 年 6 月 29 日、於京都外国語大学実施） 

 全国高校生中国語スピーチコンテスト審査員（2019 年 12 月 14 日、於京都外国語大学実施） 

 全日本学生中国語弁論大会出場学生の発音指導担当 

 〈学術論文〉 

「语言选择与旅游景区语言观得构建」『京都外国語大学京都外国語短期大学 研究論叢』第 94 号（令和２年１月 31 日）  

「基于称名的字母词使用情况」『语言文字应用』2019 年第 3 期  

 

http://www.kufs.ac.jp/
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65299
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65300
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65305
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65306
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65305
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65306
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65295
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65296
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65295
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65296
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65289
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2019&kogicd=65290
http://www.kufs.ac.jp/news/detail.html?id=DPshQbJc
https://www.kufs.ac.jp/news/detail.html?id=XclKPmNk

