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新入生のみなさん、早稲田大学ご入学、おめでとうございます。
みなさんはこれから、いわゆる「第二外国語」として、英語以外の外国語――教育学部では

「外国語A」と呼んでいます――を学んでゆくことになります｡ でもみなさんの中にはもしか
したら、どうしてまた新たに外国語を勉強しなければいけないのか、と思う人もいることでし
ょう。英語だけで十分じゃないのか、と。

例えばあなたがドイツ語を選択することにしたとして、でも自分は将来ドイツで仕事をする
つもりもないし、何かドイツ語を使って専門職に就きたいとか、博士号をとりたいとか、そん
な予定も特にない。ドイツ語で文学や哲学や音楽の趣味を深めたいわけでもないし、この教育
学部で学ぶ自分の学科の専門科目は、別にドイツ語が分からなくても勉強できる。そもそも自
分の人生の中で、将来ドイツ語が必要になる機会なんてどれだけあるのか、今は想像もできな
い……。そんなふうに、思ってしまうかもしれませんね。

だからとりあえずまあ、単位を取るために、楽な外国語を選んだ方がいいかな、スペイン語
は発音が簡単だっていうから、スペイン語にしようかなあ、と――筆者である浜はスペイン語
を教えているのですが――、そんなふうに外国語を選択する人もいると思います。

ドイツ語やスペイン語を例に挙げましたが、それぞれの外国語についてはそれぞれご担当の
先生方や先輩たちに各言語のすすめを書いていただきましたから、そちらを読んでください。
私はここでは特定の言語に限らず、どうして大学で英語以外の外国語を勉強するのかという、
そのことをお話ししたいと思います。

もちろん、大学で勉強するために、必ず身につけておかなければいけない必須の外国語とい
えば、まず英語でしょう。英語が読み書きできなければ、とくに（いわゆる）理系では、専門
分野の入り口に立つことさえできません。また（いわゆる）文系でも、英語を使える能力は、
情報検索やICTリテラシーと同じぐらい、今日のグローバルな情報環境の中で生活していく上
での必須のスキルであると言って間違いないでしょう。それならば、まずは実用の面から必要
になる英語の学習に力を注いで、別の外国語をわざわざ勉強するようなことは、やりたい人だけ
がやればいいんじゃないのか。なぜわざわざ、必要かどうかも分からない別の言語を学ぶこと
が、大学の必修科目になっているのか。みなさんは聞くでしょう。それは何の役に立つのか、と。

私からの答えは、ある意味でたいへん無責任なものになります。それは、学んでみなければ
分からないことがあるから、です。言いかえれば、なぜ学ぶのか、という問いは、学んだ後に
しか答えることができない問いである、ということです。

そして多くの場合、それをしっかり学んだ人は、後からこう思うことでしょう。ああ、この
言語を学んでおいてよかったな、と。なぜなら、まだ知らない外国語を学ぶということは、い
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わば、そうでなければ出会う可能性さえなかったような、他者と出会う、そういう機会へとあ
なたを開く になるからです。

みなさんはまだ、その言語を学ぶことによって、どんな世界に出会えるのかを知りません。
その言語を使えることによって、どんなものや人に出会えるのかを十分には想像できません。
それらは、学んだあとになってはじめて納得できることです。そして多くの人は、あとから思
うことになるのです。ああ、出会えてよかったな、と。

もちろん、出会いはつねに喜ばしいものとはかぎりません。ときには、見たくなかった、知
らなければよかった、と思うような出会いもあるでしょう。けれどもその経験はみなさんの知
っている世界を広げ、それと向き合うことによって、みなさんを人間的に成長させ、この世界
を生きる力へと変わってゆくものです。そうした機会を避けていては、喜ばしい出会いもまた
訪れてはくれません。

私がこの大学で教えていて感じるのは、外国語の学習で「伸びる」学生というのは、多くの
場合、そうした未知なるものへの期待や好奇心を多く持っている学生だ、ということです。こ
んなの勉強したってどうせ無駄だと思っている人は、なかなかそこまでの努力はできません。
外国語なんて勉強して何になるのか、あんな国や地域に何があるのと最初から思っているよう
な人は、そうした成長の可能性を、思いがけない出会いの可能性をあらかじめシャットアウト
して、もう自分は出来上がった人間、自分がいま知っている領域だけで十分、自分の力で生き
ていけるのだと、そう信じている人なのかもしれません。

でもおそらくみなさんは、そうではないでしょう。これから新しい大学生活が始まります。
そこでは、とりわけ早稲田大学のような大学では、みなさんを待っているのは思いがけない出
会いの連続だろうと思います。現在は新型コロナウィルスの影響で、様々な活動が制約されて
いるとはいえ、興味を持ったことは何でもチャレンジできる、その環境を何より大切にしてい
るのが早稲田大学です。あなたがこれまで想像したこともなかったような、面白い、おかしな
ことをやっている先輩たちや先生方が、早稲田にはいくらでもいます。興味を持ったら、どん
どんアクセスしてください。自分からどんどんトライしてください。そうしてこの大学生活を
無限の、豊かな出会いの機会にしていってほしいと思います。

そして、そういう充実した学生生活を送れた人は、きっと卒業するときにこう思うでしょう。
ああ、早稲田で学べてよかった、と。そうでなければありえなかったような出会いに満ち満ち
て、その中で自分がどれぐらい成長できたか、そのことをある種の達成感をもって、振り返る
ことができるでしょう。

外国語もやっぱり同じです。語学力という点では、大学の授業で単位をとったぐらいでは、
まだまだ大したレベルにはなれなかったな、と思うかもしれません。けれども、もしその言語
を学んでいなかったらそもそも知ることすらなかったような、考えることすらなかっただろう
ような、そういう世界へと自分が開かれていった、自分の目と、頭と、心が開かれていったこ
とを、きっと満足感をもって振り返ることができるようになるのではないかと思います。

その時たぶん、あなたはこう言うでしょう。ああ、出会えてよかったな、と。
私たち外国語教員は、それを何より望んでいるのです。
あらためて言いましょう。みなさん、早稲田大学ご入学おめでとうございます。
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Ⅱ．外国語 A（英語以外の外国語）について

１．外国語Ａのカリキュラム

教育学部の外国語の授業は外国語A（英語以外の外国語）と外国語B（英語）に分かれており、

外国語Aは各学科・専攻・専修で４単位〜８単位が必修となっています。

外国語Ａは「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「ロシア語」「スペイン語」「朝鮮語」の中から

１つを選択します。留意点は以下の通りです。

・ドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、スペイン語は教育学部で授業を行っておりま

すが、朝鮮語はグローバルエデュケーションセンターの授業を受講することになります

・複合文化学科の学生は、原則として「朝鮮語」を選択できません。ただし、「朝鮮語」以外

の５つの言語のいずれかの既習者のみ、「朝鮮語」を選択できます。既習・申請方法につい

ては後述します（４.外国語Aの既習者について）

・外国学生は、原則として日本語教育研究センター設置の「日本語」を履修してください

以下ではドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、スペイン語の概要を説明します。朝鮮語、

日本語はそれぞれグローバルエデュケーションセンターの全学オープン科目履修ガイド、および

教育学部の授業ガイド（科目登録の手引き）等を参照してください。

２．外国語Ａの４つの科目群

教育学部では、各外国語Aとして以下の科目を設置しています。

① 外国語の基礎

② 外国語のコミュニケーションの基礎

③ 外国語演習（Ⅰ〜Ⅳ）

④ツールとしての外国語（Ⅰ〜Ｖ）

ここではそれぞれの科目の性質について説明します。

①外国語の基礎（週２回・通年科目・４単位）

外国語の初歩を学ぶ総合基礎科目です。週２回の授業の組み合わせは以下のようになっていま

す（週２回の授業を１人の教員が担当する場合と２人の教員が担当する場合があります）。

月曜１限／木曜２限 火曜１限／土曜２限 水曜１限／金曜２限

木曜１限／月曜２限 金曜１限／水曜２限 土曜１限／火曜２限

※ロシア語の基礎Bクラスは、火曜１限／金曜２限

※ドイツ語の基礎Cクラスは、火曜２限／木曜１限

※中国語の基礎Cクラスは、完全オンライン授業クラスです。

時間帯の組み合わせ（クラス）は、教育学部にて決定します（中国語の基礎Cクラス希望者と

再履修者は除く）。週２回の授業の片方だけでは単位の修得ができませんので、他の科目と時間割

が重複しないように注意してください。

１年間の授業が終わった段階で、「外国語の基礎」の全履修者に対し、学習到達度をチェックす

るための「統一到達度テスト」を実施します。「外国語の基礎」の評価は、授業担当の教員による

成績と「統一到達度テスト」の成績から最終評価が出されます。「統一到達度テスト」を受験しな

いと単位を修得することができませんので、十分注意してください。

②外国語のコミュニケーションの基礎（週１回・通年科目・２単位）

各外国語によるコミュニケーションの基礎を学ぶ科目です。多くのクラスで、ネイティブの教

員が担当し、主にオーラルコミュニケーションの学習をします。外国語のコミュニケーションの

基礎は、「外国語の基礎」と同時に１年次に履修するか、「外国語の基礎」の単位修得後に履修し

てください。
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【注意】

複合文化学科の学生は必ず１年次に履修してください（２年次以降の履修に支障をきたします）。

③外国語演習Ⅰ〜Ⅳ（週１回・半期科⽬・２単位）

当該外国語で書かれたものを読む科目です。読解力を養うと同時に、読むことを通じてそれぞ

れの言語や言語を使用する人たちの社会や文化について多面的な理解を深めていく授業でもあり

ます。Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳにしたがって内容が難しくなるため、まずはⅠの履修を推奨します。また、

科目ごとに具体的なテーマが設定されています。Ⅰ１とⅠ２、Ⅱ１とⅡ２は、それぞれレベルは

同じでテーマが異なる科目です。

「外国語演習」を履修するためには①「外国語の基礎」の単位を修得している必要があります。

どのレベルから履修してもかまいませんが、ローマ数字ⅠからⅣへと順次レベルが高くなります

ので、各自の能力と興味に応じて科目を選んでください。

【注意】

複合文化学科の学生は、これらの科目を外国語Aではなく、専門教育科目という区分として履修

します。また、ローマ数字の順番（Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ）に履修してください。

④ツールとしての外国語Ⅰ〜Ⅴ（週１回・半期科⽬・２単位）

コミュニケーションの道具としての外国語を学ぶ科目です。各レベルに合わせ、コミュニケー

ションで使うことのできる外国語を習得します。Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴにしたがって内容が難しく

なるため、まずはⅠの履修を推奨します。

「ツールとしての外国語」を履修するためには①の「外国語の基礎」４単位、②の「外国語のコ

ミュニケーションの基礎」２単位を修得している必要があります。どのレベルから履修してもか

まいませんが、ローマ数字のⅠからⅤへと順次レベルが高くなりますので、各自の能力と興味に

応じて科目を選んでください。

【注意】

複合文化学科の学生は、これらの科目を外国語Aではなく、専門教育科目という区分として履修

します。また、ローマ数字の順番（Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ）に履修してください。

【注意】

「朝鮮語」を外国語Aとする場合、グローバルエデュケーションセンター設置の「朝鮮語」を履

修することになります（教育学部設置の朝鮮語はありません）。授業ガイド（科目登録の手引き）

の外国語履修方法のページをよく参照してください。

３．学科・専攻・専修ごとの必要科目・単位数

教育学部は、卒業所定単位数（卒業に必要な単位数）が学科・専攻・専修によって異なります。

「外国語A」の必要科目・単位数は下表を参照ください。なお、要件の詳細は各自所属の学科・

専攻・専修の『授業ガイド（科目登録の手引き）』の「履修方法と卒業要件」のページで必ず確認

してください。

表 学科・専攻・専修ごとの外国語A必要単位数

学科・専攻・専修 外国語A必要単位数 修得が必要な科目

教育学科・教育学専修 ８単位 ①「外国語の基礎」４単位

②「外国語のコミュニケーションの基礎」２単位

③「外国語演習Ⅰ〜IV」

④「ツールとしての外国語Ⅰ〜Ⅴ」

③④いずれか１つ、２単位
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教育学科・生涯教育学専修

教育学科・教育心理学専修

教育学科・初等教育学専攻

国語国文学科

英語英文学科

理学科

複合文化学科※下記【注意】参照

６単位

①「外国語の基礎」４単位

②「外国語のコミュニケーションの基礎」２単位

社会科

数学科

４単位 ①「外国語の基礎」４単位

【注意】

複合文化学科の学生は原則として外国語Aで選択した言語を３年次まで引き続き履修します。「外

国語演習」および「ツールとしての外国語」は《専門教育科目》として必修となります。

４.「外国語Ａ」の既習者について

ドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、スペイン語の既習者(後述の条件を満たす者)は「基

礎科目の履修免除」申請が認められた場合、「外国語演習Ⅰ」「ツールとしての外国語Ⅰ」レベル

から学習をスタートできます。ただし、外国語Aの必要単位数は変わりませんので、「外国語演

習Ⅰ」や「ツールとしての外国語Ⅰ」レベル以上から必要な単位数を履修することになります。

「外国語演習Ⅰ」「ツールとしての外国語Ⅰ」レベル以上に相当するグローバルエデュケーション

センター設置科目を算入することもできます。これら科目の単位取扱いについては『授業ガイド

（科目登録の手引き）』の「他箇所・他機関の設置科目（オープン科目含む）の履修方法」のペー

ジを確認してください。

なお本制度を利用するためには、以下のいずれかの条件を満たしていなければなりません。

・一般入試でドイツ語またはフランス語を選択し、その言語を「外国語A」として登録した人

・高校で週３時間２年間以上履修した人

・その言葉を話す地域で一定期間生活し、基礎的な運用能力を身に付けている人

【注意】

一般入試でドイツ語またはフランス語を選択し、その言語を「外国語A」として登録した人は【既

習者】扱いになりますので、必ず申請をしてください。

【申請方法】

school-of-education@list.waseda.jp宛に【受験番号】【カタカナ氏名】【件名：外国語A基礎科目

履修免除希望】を明記の上、3月19日までにご連絡下さい。

【複合文化学科の学生で外国語Aを朝鮮語にしたい場合】

複合文化学科の学生で、「朝鮮語」以外の５つのいずれかの言語の既習者に該当し、外国語Aを

朝鮮語にしたい場合、school-of-education@list.waseda.jp宛に【受験番号】【カタカナ氏名】【件名：

外国語A(複合学生)朝鮮語希望】を明記の上、3月19日までにご連絡下さい。
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Ⅲ．外国語 A履修に関するQ&A

Q1 外国語Ａの履修を始めるにあたって、注意しなければならないことを教えてください

A1 まずは、以下の４点をよく覚えておいてください。

・入学時に届け出た外国語を履修してください

・一度登録した外国語の変更は原則として認めません

・学科・専攻・専修により外国語Ａの必修単位が異なります

（P.５ ３. 学科・専攻・専修ごとの必要科目・単位数参照）

・「外国語の基礎」では統一到達度テストを学年末に実施します

Q2 入学時に届け出た外国語を入学後に変更することはできないのですか？

A2 できません。

ただし、「専門との関連」「他の言語に対する興味の発現」等しかるべき理由により変更を

希望する場合は、変更申請を受け付け、面接の上、変更を認める場合があります。その際、履

修中の外国語A科目のそれまでの受講態度も勘案されますので注意してください。

Q3 「外国語の基礎」を履修するまでの流れを教えてください

A3 外国語Aの選択については、入学手続き書類を参照の上、各自申請を行ってください。申

請された言語をもとに「外国語の基礎」を教育学部にて科目登録します。春学期新入生1次科

目登録期間に、MyWasedaの履修申請画面から登録されたクラスの曜日時限を確認し、授業に

出席してください。なお、「外国語のコミュニケーションの基礎」は、ご自身で科目登録をする

必要があります。科目登録期間中に希望する科目クラスを申請してください。科目登録方法の

詳細は『授業ガイド（科目登録の手引き）』を参照してください。

Q4 「外国語の基礎」では、週２コマの授業を両方受けなければならないのですか？

A4 両方受講する必要があります。

各クラスは、例えば月曜１限と木曜２限というような週２コマの組み合わせから構成され

ており、必ずこの組み合わせで授業を受けなければなりません。

それぞれの授業を担当する先生は緊密に連絡し合いながら、あくまで１つの授業として進

めていきます。また、ペアのそれぞれの授業では原則として同じテキストを使います。週２回

の授業を同じ先生が担当するクラスも多くあります。

Q5 週２コマの授業とは、一方は文法、一方は読解というように分けて進めるのですか？

A5 そうではありません。先生により講義方法など個性はありますが、何よりも総合的な語学

力を身に付けることを大きな目標にしています。したがって、発音、文法事項、読解力表現力

など総合的な語学力の向上を目指して授業を進めていきます。

Q6 成績評価と修得単位数の扱いはどうなりますか？

A6 あくまでペアで１つの科目となりますので、修得単位数は４単位か０単位になります。ま
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た、成績評価には各先生の評価の他に「統一到達度テスト」の結果も加味されます。

Q7 「統一到達度テスト」とはどのようなものでしょうか？

A7 １年間の履修により、どの程度まで習熟が進んでいるかを確認することを目的として、学

年末に全クラスで統一して実施する試験です。テストの１ヵ月ほど前には各外国語で統一到達

度テストの範囲（語彙や文法等）が示されますので、教室での指示や掲示に注意してください。

なお、統一到達度テストの結果だけでなく、日々の授業等も成績評価の対象です。

Q8 各クラスでの試験があって、さらに統一到達度テストまで加わるのですか？

A8 その通りです。

最終成績は次の要領で決定します。各先生の評価（100点満点×２＝200点満点、［先生が

１人の場合は、その先生の評価を200点満点とします］）に統一到達度テスト（100点満点）

の結果を加え（300点満点）、３で割って最終成績とします。

【注意】

統一到達度テストは必ず受けてください。受験しなかった場合、各先生のテストでよい成績で

あっても、その外国語の履修を放棄したものとみなし、単位は与えられません。

Q9 「外国語のコミュニケーションの基礎」は１年次と２年次どちらで履修した方が良いです

か？

A9 「外国語の基礎」では、総合的な語学力を身に付けることが大きな目標ですが、音声学習

の時間がどうしても不足します。そのため、音声面での学習を中心とした「外国語のコミュニ

ケーションの基礎」という科目を設けています。

「外国語のコミュニケーションの基礎」は１年次に履修しても２年次に履修しても構いま

せん。所属する学科専攻専修での科目履修の方針や、自分自身の学習スタイル（集中的に学び

たい、一歩一歩着実に学びたい）など、各自の状況に合わせて履修してください。

【注意】

複合文化学科の学生は必ず１年次に「外国語の基礎」と「外国語のコミュニケーションの基礎」

を並行履修してください（２年次以降の履修に支障をきたします）。

Q10 「外国語の基礎」と「外国語のコミュニケーションの基礎」を学習したあとはどうなりま

すか？

A10 「外国語の基礎」と「外国語のコミュニケーションの基礎」を学習した後には「外国語演

習（Ⅰ１・Ⅰ２・Ⅱ１・Ⅱ２・Ⅲ・Ⅳ）」「ツールとしての外国語（Ⅰ〜Ⅴ）」の科⽬群が⽤意さ

れています。「外国語演習」は読解中心の科目、「ツールとしての外国語」はコミュニケーショ

ンの科目です。したがって、「外国語の基礎」→「外国語演習」、「外国語のコミュニケーション

の基礎」→「ツールとしての外国語」という流れになります。

なお、「外国語演習」を履修するためには「外国語の基礎」を４単位修得している必要があり、

「ツールとしての外国語」を履修するためには「外国語の基礎」の４単位に加え、「外国語のコ
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ミュニケーションの基礎」を２単位修得している必要があります。外国語Ａが８単位必修の教

育学専修は特に注意してください。これらの科目は必修となっている単位数を超えて履修する

ことも可能です。

外国語の基礎（４単位）修得 外国語演習（２単位）履修可能

外国語のコミュニケーション基礎

（２単位）修得 ツールとしての外国語（２単位）

履修可能

外国語の基礎（４単位）修得

Q11 入学前にその外国語を学んでいて一定のレベルに達している場合の履修方法はどうなり

ますか？

A11 入学の際にドイツ語・フランス語で受験をした学生が、外国語としてその外国語を選択し

た場合は、「外国語の基礎」「外国語のコミュニケーションの基礎」は履修せず、「外国語演習」

「ツールとしての外国語」からのスタートとなります。必ず「基礎科目の履修免除」申請をし

てください。

また、上記以外の学生も、Ⅱ．外国語A（英語以外の外国語）について『４.「外国語Ａ」の

既習者について』を確認のうえ、「基礎科目の履修免除」申請が認められた場合、各語の「外国

語演習」「ツールとしての外国語」からスタートとなります。

Q12 複合文化学科は「外国語演習」「ツールとしての外国語」が専門教育科目ですが、注意点

はありますか？

A12 複合文化学科ではドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、スペイン語のいずれか１つ

を専門教育科目としても学ぶことになっています。そのため、外国語Ａとして履修するのは「外

国語の基礎」と「外国語のコミュニケーションの基礎」だけで、「外国語演習」「ツールとして

の外国語」は専門教育科目として履修することになります。このことから次の３点に注意して

ください。

・原則として外国語Ａで選択した外国語が専門教育科目として学ぶ外国語になります

・他学科の学生と同様に、「外国語演習」の履修には「外国語の基礎」の単位、「ツールと

しての外国語」の履修には「外国語の基礎」「外国語のコミュニケーションの基礎」の単

位を修得済みである必要があります。１年次にこれらの単位が未修得の場合、２年次以

降の専門教育科目の履修に影響が出ますので、十分にご注意ください。

・外国語Ａとして朝鮮語を選択できるのは、ドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、

スペイン語のいずれかの既習者のみです。その場合でも、専門教育科目として学ぶ外国

語はドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、スペイン語のいずれかになります。

・ドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、スペイン語の既習者は他の学科専修と同様

に、「基礎科目の履修免除」申請を行ってください。免除が認められた人は専門教育科目

としての「外国語演習」「ツールとしての外国語」からのスタートとなります。
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ここでは外国語A（ドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、スペイン語）の担当教員、
そして１年間、あるいはそれ以上の年数を学んだ先輩（学年：2020年12月現在）に各外国語を
学ぶことの面白さ、楽しさなどについて語ってもらいました。外国語Aの選択において是非参
考にしてみてください。
※上記の外国語の他、朝鮮語がありますが、設置箇所がグローバルエデュケーションセンター
のため、本書では掲載していません。

　Ⅳ．外国語Aのすすめ（担当教員、受講生の声）
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ここ数年、夏の猛暑はたえがたいレベルに達し、あいつぐ豪雨は各地に甚大な被害をもたら
しています。ひょっとするとサンマをはじめとする魚の不漁も、根が同じ自然現象かもしれま
せん。日本だけでなく地球規模で気候変動が起こっています。社会にも目を向けてみましょう。
2019年４月１日に、改正出入国管理法が施行され、外国人労働者の受入れが拡大されることに
なりました。同日発足した出入国在留管理庁の初代長官は「外国人とのより良い共生社会の実
現」をめざすと述べています。気候変動にせよ外国人との共生にせよ、あと60年以上平均余命
がある皆さんにとって、目をそらすことのできない自然と社会の現実です。そこから生じてく
るさまざまな問題を、皆さんは解決しなければなりません。解決のためには先例に学ぶのが得
策です。いち早くこの二つの現実と対峙し、さまざまな問題と取り組んできたのがドイツです。

ドイツでは1980年に旧西ドイツ時代に、環境保護や多文化主義をかかげる「緑の党」が結成
されました。「緑の党」はのちに連立政権の一翼を担いました。2011年に起こった東日本大震
災による福島第一原発事故がきっかけとなって、同年、ドイツ政府は国内のすべての原子力発
電所を2022年までに停止することを決定しました。ドイツ政府は2011年以前にも再生可能エネ
ルギーの導入を推進していましたが、今では原子力エネルギーの代替エネルギーとして太陽光
や風力などを活用することが喫緊の課題になっています。しかしながらその一方で、原子力発
電所を廃炉にしたり、再生可能エネルギーを買いとったりするためのコストがふくれあがり、
その結果、電気料金が高額になっています。

旧西ドイツは1960年代に、労働力不足をおぎなう目的で、トルコから多くの移民を受け入れ
ました。トルコからの移民の多くはドイツに定住しました。さらに彼らは祖国から家族を呼び
寄せることが許されました。その結果、ドイツは少なくとも形の上ではいちはやく共生社会に
なりました。移民と難民に対するドイツのこのような姿勢は、2015年のヨーロッパ難民危機の
さいにも示されました。ドイツの首相アンゲラ・メルケルは、中東やアフリカからヨーロッパ
に押しよせた難民と移民を、受入数の上限を設けることなくドイツに入国させる決断を下しま
した。当初、ドイツ国民はこれら莫大な数の難民と移民を喜んで受け入れました。このような
国の方針や国民の姿勢は「歓迎文化」と呼ばれ、国の内外で賞賛されました。ところがその後、
ISによるテロや難民と移民をめぐる他の事件が重なったために、「歓迎文化」は退潮し、逆に、
いわゆる右派勢力が台頭することになってしまいました。メルケル首相は、この事件をきっか
けにして苦境に立たされ、次回の党首選挙には立候補せず、政界を引退する意向を表明しまし
た。

気候変動への対策や原子力発電所の停止にせよ、外国人との共生社会の実現にせよ、ドイツ
は日本よりもかなり先を行っています。先行しているドイツから、私たちは多くを学ぶことが
できるはずです。それは、ドイツを理想化する、ということではありません。そうではなくて、
ドイツと日本が置かれている自然環境や地政、文化、社会制度、歴史の違いをふまえつつ、ド
イツにおける成功例と失敗例を先行事例として学習するということです。これらの問題の対応
に関してはいわば後発国である日本からすれば、ドイツは偉大な実験場とみなすことができる
でしょう。ドイツから学ぶためには、ドイツ語でしかアクセスできない情報を得たり、ドイツ
人たちとコミュニケーションしたりすることが必要です。
「自分たちの将来を考えるためにドイツから学ぶことが多いことはわかったけど、なんだか

堅苦しいな」、と感じる方々もいるにちがいありません。ドイツのビールやパンの美味しさや、
サッカーの面白さについては、授業中に先生方が紹介してくださるはずです。

ドイツのことばかり書いてきましたが、ウィーンを首都とするオーストリアでもドイツ語が
公用語になっています。ドイツ生まれのベートーヴェン、画家のクリムト、精神分析学の創始
者であるフロイトも、ウィーンで活躍しました。

あの戦慄すべき大量虐殺を引き起こしたヒトラーだけでなく、あの「疾走」する旋律をあみ
だしたモーツァルトも口にした言葉、それがドイツ語です。ドイツ語を学ぶことで、皆さんは
歴史と文化の奥深い地点に触れることができるはずです。私たちドイツ語教員はそのための案
内人をつとめます。

☆21世紀の日本で生きるための方策をドイツから学ぶ☆
ドイツ語担当教員　　神尾　達之
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皆さんはドイツ語に対してどのようなイメージをもっているでしょうか。文法規則が多くて
難しい。そんな風に考えている人が多いと思います。実際、ドイツ語の教科書を開いてみると、
たくさんの語の変化表が目に入ります。これ全部覚えなきゃいけないのか。初めて教科書を見
た時は、私もそう思いました。

しかし、ポイントを押さえながら学習を進めていけば、独学ではとても複雑に思えるドイツ
語文法もなんてことはありません。私は授業の中で、文法でつまずくことや、たくさんの変化
表を覚えるために苦労することは少なかったです。授業では、重要なポイントがどこなのか、
整理しながら学習することができます。例えば、教科書には動詞の活用表がいくつも載ってい
ますが、変化の基本的な部分はほとんど変わりません。そのため、最も基本的な表１つを覚え
て、細かいポイントを少しずつ押さえていけば、とても少ない暗記量で十分対応することがで
きるのです。このことは教科書には書いてありません。ドイツ語をよく知る先生方の授業だか
らこそ、知ることができるポイントなのです。

ドイツ語は授業で学ぶべき言語です。「ドイツ語に興味はあるけど、文法が難しいらしいか
ら。」と諦めてしまうのはもったいないです。ドイツ語圏の国やドイツ語に興味がある皆さん。
新しい外国語としてドイツ語を授業で学んでみませんか。

新入生の皆さんは、大学に入学するための受験勉強の過程で、次のような問題に遭遇したこ
とがあると思います。全く見たことがない英単語の意味が問われているが、前後の文脈からそ
の意味を推測できる問題。世界史で、具体的な年号を覚えていないけど、「○○世紀後半」と
いう知識があれば解ける問題。これらの問題は、解く人の知識だけでなく、知識に基づいた想
像力を求めているという点で、共通しています。

ドイツ語では、このような想像力が必要になることが多いと思います。例えばドイツ語の単
語は、英語とスペルが似ているものが多いです。だから、何もドイツ語の勉強をしたことがな
くても、皆さんがもつ英語の知識があれば、ドイツ語の単語を想像することができます。また
ドイツ語の単語には、スペルの多い単語があります。例えば、Wochenendeという単語があり
ます。これはWochenという単語とEndeという単語に分けることができます。Wochenは英語
のweekに対応し、Endeは英語のendに対応します。このように、スペルが多く一見難しそう
に見える単語でも、細かく分けていけば最低限の知識でその意味を想像することができるので
す。

このような想像力は、ドイツ語の学習だけでなく他の講義でも役立ちます。例えば講義後の
レポートは、講義の内容を復習することよりも、講義で学んだ知識に基づいた想像力が求めら
れます。ドイツ語は、想像力を鍛えるのに適したツールですので、ぜひ選択してみてください。

■ドイツ語は授業で学ぼう■
教育心理学専修１年　小島　浩貴

■ドイツ語を通して想像力を鍛えよう！■
複合文化学科２年　松岡　利宮
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フランス人は気取っているとか、フランスはなんとなくお高いという「偏見」（？）を抱い
ている人は、たとえば『パリのレストラン』あるいは『ルコントの大喝采』といったちょっと
ドタバタしながら人情味を感じさせる映画を見てください。

フランス文化の人間味が伝わってくると思います。
映画といえば、2001年に『アメリ』が爆発的にヒットしたりして、フランス映画がまた盛り

返してきていますよね。スーパーヒーローとスーパーヒロインが登場するハリウッドの映画も
いいけれど、それとはちょっと雰囲気の違うフランス映画も捨てられません。『アメリ』の主
要な舞台の一つは主人公の勤めるパリのカフェですが、そこでくり広げられる人間模様には、
人間的な暖かみが感じられます。
『アメリ』には主人公がクレーム・ブリュレ（もちろんこれもフランス語！）の表面のカリ

カリ部分を割ることに小さな楽しみを見出しているというエピソードがあって、こんなところ
にもさりげなく飲食を楽しむフランス人気質が現れています。

これらのフランス映画はすべてビデオやDVDになっているので、簡単に観ることができま
す。

というわけで、映画に興味のある人、料理やワインに興味のある人はフランス語で決まりで
すね。だって、お菓子をはじめ料理の名前の多くはフランス語だし、ワインの名前も地方名や
村名で、これもフランス語、ちょっとフランス語がわかると、その意味がわかって、正しく発
音できるようになるからです。

これは、ご存知のようにフランスがヨーロッパ最大の農業国であることからくる土地に根づ
いたフランス文化の特徴です。フランス文化の洗練の背景には農民的な職人気質があるのです。

こうした分野だけでなく、伝統的に強い文学や絵画のほかにも、思想や学問の分野でも今の
フランスはけっこう元気がいい。たとえば、デリダやフーコーといった哲学者や精神分析のラ
カン、社会学者のブルデューやボードリヤール、アナール派の歴史学者であるアラン・コルバ
ンといった人々の議論を抜きにしては「現代思想」は語りえません。もちろんこんなこと語ら
なくたっていいけれど、現代社会が抱えるアクチュアルな問題を考えている論者の多くは、こ
うしたフランスの思想家の議論に影響を受けているということは知っといたほうがいいでしょ
うね。

こうした人々の著作が読めるようになるのがベストだけれど、彼らのキー概念はフランス語
なので、少しフランス語ができるとかなり見方が違ってきます。

それと今ではフランスだけがフランス語の世界ではありません。アフリカやカリブ海を中心
に、フランス語を話す人々がフランスに劣らない活力のある興味深い文化、多様な要素が複雑
に絡まりあう異種混淆的な文化を作りだしています。

フランス語の学習は、こんな多様な文化にふれる機会を与えてくれるはずです。

☆やっぱりフランス語☆
フランス語担当教員　　福田　育弘
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新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。大学生活に期待も膨らむ一方で、「第二外
国語どうしよう、決まらない！」と悩んではいませんか。そんな皆さんに、私は自信をもって
フランス語をお勧めします。

フランス語なんて身近じゃないから、などとよく聞きますが、そんなことはありません。「あ、
このお店の名前フランス語だ」「このお菓子ってフランス語だったのか」など、学ぶ前までは
気づかなかった身の回りのフランス語に気づくたび、ワクワクした気持ちになります。あまり
なさそうに思えて、私たちの身の回りにはフランス語が溢れているのです。

そしてなにより、フランス語ほど美しい言語は他にありません。発音が滑らかなのはもちろ
んなのですが、それ以上に、学んでいる時に脳裏に思い浮かぶ景色や風景がとにかく美しいの
です。いつかスラスラ話せるようになって、フランスに行って、実際にこの美しい景色をみた
い！というのがモチベーションにもなっています。
「でも、フランス語って難しいから」といって興味はあるのに踏み出せない人も多いと思い

ます。ですが、本当に何の心配もいりません。初めて学ぶ言語はどれも最初は難しいものだし、
先生が一から丁寧に教えてくれます。せっかく学ぶのなら、美しくて楽しい言語にしてみませ
んか？フランス語を学んで、ワクワクする言語体験をしましょう！

第二外国語を選択する動機は主に二つあると思います。①役に立つ言語だからという理由と
②自分が好きな言語だからという理由です。

私は後者の理由で、フランス語を選択しました。フランスの文化や風土が〝なんとなく〞好
きだからという理由でした。そんなあまりにも漠然とした理由でフランス語の世界に飛び込ん
でしまったのですが、後悔はしていません。フランスへの憧れを現実にすることができてきて
いるからです。

フランス語を学び始めて、もともと興味のあった食文化や文学に対する造詣を深めることが
できました。日本では仏語の著作・論文の邦訳が多くありますが、やはりその国の言葉で学ぶ
と情報量が違います。

また、ルーツが同じ他のヨーロッパの言語も比較的覚えやすくなり、より身近に感じること
ができています。

そして、２年生の夏にはフランスに１ヶ月の語学留学に行くことができました。現地の文化
に直に触れた経験や、志の高い仲間と過ごした貴重な時間は私の宝物であり原動力です。

フランス語は、英語や中国語に比べれば話者数が少ない言語ですが、ベルギーやスイスなど
の隣国を始め、カナダ・アフリカなどにも話者が多くとても広いネットワークができていると
言えます。国内でもフランス語話者・学習者を対象とする催しが開かれていて、毎年賑わって
います。フランス語をツールとして国内外のイベントに参加することが私の今の目標です。

もし第二外国語としてどの言語を選択しようか迷っている方がいたら、周りの意見に流され
ずぜひ好きな言語を選んでみて下さい。皆さんが学んでよかったと思える言語に出会えること
をお祈りしております。

■フランス語の世界へ■
複合文化学科２年　植松 　このみ

■フランス語を学んで■
地理歴史専修３年　南新　琴乃
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21世紀の世界における政治・経済を考えるとき、もはや約14億の人口を擁する中国の存在を
抜きにして語ることはできません。90年代以降、中国は、対外開放政策を加速させてきました
が、北京オリンピック・上海万博の開催などを経て、その政治的地位、経済的発展には真にめ
ざましいものがあり、今やアメリカと並ぶ大国としての存在感を日々増しつつあります。

このような情勢の下、日中関係は、様々な紆余曲折を経ながらも、年毎に深まっており、中
国は最も身近な国のひとつとなりました。たとえば、日本からビジネスや観光・留学などで中
国を訪れる者は、年間数百万人にのぼり、中国から日本を訪れる者も500万人を超えています。
中国に進出した日本企業は２、３万社を数え、日本の産業構造を大きく変えています。また、
日本への中国人留学生は約10万人に達していて、留学生全体の約半数を占めています（早稲田
大学にも約3,000人の中国・台湾の留学生がいます）。

しかし、日本と中国は、地理的にも近く、歴史的、文化的にも長い交流を持ちながら、人々
の思想哲学や行動様式などにおいて異なる点も少なくありません。中国という巨大な隣国、隣
人と、将来にわたって平和的、友好的に接していくには、そうした我々とは似て非なる部分へ
の正確な理解こそ、まず最も重要なことと思われます。そして、それらを理解する捷径は、や
はり中国語の学習ではないでしょうか。なぜなら、これはどの言語についても言えることです
が、言語には、それを用いる民族や社会独自の発想や感性、思考法や価値観などがおのずから
凝縮されているからです。さらに言えば、中国語を学習することは、とりもなおさず自己の拠
って立つ基盤である日本語について、新たに自覚し、再認識する一助ともなるのです。

中国語は、言語学的には、語形変化がなく、文法的機能が主として語順によって表される言
語で、〈孤立語〉と呼ばれています。語形全体や語尾の変化によって文法的な働きを表す英語
のような〈屈折語〉や、文法的働きが助詞の付加によって明示される日本語のような〈膠着語〉
とも異なる、皆さんにとって未知の言語です。

しかし、初級中国語の学習はそれほど難しいものではありません。発音の習得には、最初あ
る程度集中的な練習が必要ですが、日本人にとって難しい発音は限られていますので、超えら
れない関門ではありません。文法的にも、数種類の補語表現・動態助詞（アスペクト）の使用、
動詞＋目的語の語順などが日本語と異なる点ですが、その他はあまり大きな違いはありません。

また、語彙的には、日本人には学習上、非常に有利な言語です。現代中国語の重要な概念的
語彙のなかに、日本人が近代において創造した和製漢語が数多く流入しているからです。その
割合は、諸説ありますが重要語彙の３割とも５割以上とも言われています。たとえば、政治・
経済・法律・社会・文化・宗教・文学・哲学・芸術・地理・歴史・科学・医学・大学・教育・
人民・共和国・主義・時代・知識・方法・問題・想像・希望・人権・説明・交流・必要・肯
定・活動・投資・景気・入口・場合・身分・手続・見習など（約1,000語）や、～性・～化・
～式・～点・～観などの表現法も、これらは元来すべて日本語なのです。

現在、世界の中国語学習者は4,000万人にのぼり（日本の中国語学習者は200万人以上／中国
の日本語学習者は約105万人）、中国で学ぶ各国留学生は約30万人（そのうち日本人留学生は約
２万人）に達しています。有史以来、日本とは深い歴史的、文化的関係を有する中国、その生
きた言語である中国語の大海に、あなたも飛び込んでみてはいかがでしょうか。

☆今こそ「中国語」の大海へ！☆
中国語担当教員　　高橋　良行
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みなさん、こんにちは！これから、私は英語以外の外国語で中国語を学ぶ利点についていく
つか挙げていこうと思います。

まず、中国語を学ぶことによって、中国の文化を知ることができ中国との交流を円滑に行う
ことができるという点です。日本と中国は隣国であり、現在日本に住む人にとって中国との交
流は切っても切れないものとなっています。中国語を母語とする人口は世界で最も多く、中国
語を話せるようになると世界の多くの人と意思疎通ができるということになります。

また、中国語で使われる言葉は「漢字」となっており、日本人は漢字を知っているので中国
語を習得しやすいという利点もあります。中国語には動詞の活用形もなく、文法の上から見て
もとても取り組みやすいです。私も実際に外国語Aで中国語を選択して、中国語の親しみやす
さを実感しました。それに中国語の基礎を学ぶことで中国語の奥深さも感じられ、中国語を用
いてコミュニケーションを行い、さらに異国の文化を学びたいと思うようになりました。

中国語を話せるようになるということは、あなたの視野を広げ新しい見方や考え方に巡り合
う機会を増やす手助けになります。あなたの輝かしい未来のために、中国語を学ぶことをお勧
めします。感谢你的阅读。

新入生のみなさんご入学おめでとうございま す。大学の授業のこともよくわからない状態で、
第二外国語の選択をしなければならず、戸惑っている方も多いと思います。実際、私もどの言
語を選択すればいいかわからずにいました。

そんな中で、私が中国語を選んだ理由は、漢字を使用するから、でした。普段から慣れ親し
んでいる漢字を使うのであれば、文章の意味も取りやすく、初めてでも学びやすいと思ったか
らです。

基礎の授業で習う単語には、普段使っている漢字と全く同じ形で同じ意味をもつものも多く
あります。もちろん、中国語独自の単語も学びますが、ほかの言語に比べれば、新しい単語を
覚える負担はかなり軽いです。さらに、文法に注目してみても、複雑なものは少ないので、あ
まり抵抗を感じることもなく、純粋に楽しみながら学べます。

そのため、私は中国語の学習を通して、自然と中国の文化や歴史についても知りたいと思う
ようになり、語学だけでなく幅広い知識を広げるきっかけにもなりました。

大変さよりも、楽しさを感じながら勉強できるというのは、中国語の魅力です。楽しく学び
たいという人はぜひ、中国語を選択してみてはいかがでしょうか。

■外国語Aで中国語を学ぶ利点■
複合文化学科３年　山﨑　稜太

■楽しく学べる中国語■
国語国文学科２年　川口　真衣
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［国連公用語、ニュース］
ロシア語は、ヨーロッパで最も母語話者（約１億7000万人、文部科学省のデータによる）が

多い言語で、ロシア語話者は世界で約２億6500万人に上ります。６つの国連公用語の１つであ
り、国際原子力機関、ユネスコ、国際標準化機構、上海協力機構、WHO、南極条約事務局な
ど多くの主要国際機関の公用語でもあります。地域的には、ロシアの公用語である他、カザフ
スタン、キルギスタン、トルクメニスタン、ベラルーシなどの公用語の１つでもあります。

また、ロシア語は、英語に続いて、インターネットで２番目に多く使用されている言語でも
あります。ロシア語でニュースや様々な情報に触れることで、世界を多角的に見る視点を得る
こともできます。

［隣国の言語］
ロシアは日本の隣国であり、日本とロシアは、政治、経済、文化、科学、教育、医療、農業

など広範な分野で、近年、ますます連携を深めています。多様な企業や省庁、ロシア人が多く
来訪する地域の自治体等でもロシア語学習者が必要とされていますが、他の言語に比べてロシ
ア語を学べる大学は少ないことから、ロシア語学習者には希少価値があり、たとえ１年でもロ
シア語の基礎をしっかり学ぶことで、将来的にも大きな意味を持つでしょう。

ロシア語の力をより高めたい方、ロシア語検定等を取得したい方、ロシアの言語文化を幅広
く学びたい方のためには、４年間を通じてロシア語を学び続けるカリキュラムも用意されてい
ます。早稲田大学とロシアの大学の協定を活用してモスクワやペテルブルクの大学に長期留学
したり、ロシア各地やベラルーシで短期のロシア語セミナーに参加する学生もいます。

［ロシア語の易しさ］
ロシア語は難しいというイメージがあるかもしれませんが、ロシア語は単語の読み方（発音）

は簡単であり、日常的に用いるロシア語の文法はわかりやすいものです。たとえば、「AはBで
ある」という現在形の文章は、AとBを並べるだけで、be動詞にあたる動詞も冠詞も必要あり
ません。「これは家です」と言いたい時は、「これ」にあたるЭто（エータ）と、「家」にあ
たるдом（ドーム）を並べて、Это дом.（エータ　ドーム）というだけです。この文
章を疑問文にするには「？」を付け加えるだけでよく、Это дом?となります。33あるキ
リル文字も、Аは「アー」、Тは「テー」であり英語と共通する部分も多く、すぐに慣れるこ
とができるでしょう。

［文化とスポーツ］
ロシアはフィギュアスケート、クロスカントリースキー、バイアスロン、サッカー、アイス

ホッケーなどのスポーツが盛んであり、スポーツが好きな方にもぜひロシア語に取り組んで欲
しいと思います。バレエ、オペラ、クラシック、美術、文学、演劇、絵本、アニメーション、
ロック、映画、ゲーム、料理など、様々な文化もロシアの魅力です。文学が好きな方は、ドス
トエフスキー、チェーホフ、ナボコフなどの作品を一部でもロシア語で読んだり、音声を聞い

☆ロシア語を学んで世界へ☆
ロシア語担当教員　　鴻野　わか菜
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てみるだけでも、翻訳とは全く異なる喜びを得られることでしょう。ソ連時代のアニメーション
『チェブラーシカ』は日本語版もありますが、１年間ロシア語を学んだ後でロシア語音声で鑑
賞してみると、多数の単語を聞き取ることができ、達成感を感じることと思います。

授業では、ロシアの映画、アニメ、音楽、小説など文化を幅広く紹介し、時にはロシア人の
ゲストスピーカーからも食文化や歌について学びつつ、ゆっくり丁寧にロシア語を学んでいき
ます。

［都市と自然］
ロシアは世界最大の国であり、多くの民族が暮らし、いくつもの個性的な都市、豊かな自然

を内包しています。帝政時代に首都であったサンクト・ペテルブルクは川と運河の町、エルミ
タージュ美術館や宮殿のある美しい歴史都市であり、「北方のヴェネツィア」、「屋根のない美
術館」と呼ばれています。

現在の首都であるモスクワも、中心部のクレムリンをはじめとする美しい寺院、美術館、庭
園などの昔ながらの見どころがあると同時に、現代的な劇場、カフェ、オルタナティブ・スペ
ースなどのユニークななスポットが数多くあります。

ビザが簡素化され、日本からの旅行者が近年急増している極東のウラジオストクは、成田か
ら飛行機でわずか２時間半あまりの「日本からもっとも近いヨーロッパ」であり、気軽に訪れ
て、ロシアの雑貨、食品、雑誌、絵本、CD、洋服などのショッピングや観光を楽しみながら、
ロシア語を話したり読んだりすることができます。

日本からほど近いサハリンは、かつて宮沢賢治が旅して『銀河鉄道の夜』のインスピレーシ
ョンを受けた場所です。バイカル湖、カムチャッカの火山群、コミの原生林、レナ石柱自然公
園などロシアには11の自然遺産があり、自然、地理、地学、生物に関心がある方にとっても興
味深いことでしょう。授業ではロシアのそれらの都市や自然も紹介します。

［世界に広がるロシア語］
ロシア国内にも様々な興味深い場所がありますが、ロシア人コミュニティーは世界各国に広

がっています。たとえば、私が研究のために訪ねていくロシアの現代アーティストの居住地も、
モスクワ、パリ、ニューヨーク、ケルンなど様々です。2017年には、友人のロシア人芸術家が
主催した芸術祭（南極ビエンナーレ）の調査のために、私も２週間、世界各国から集まった
100人と共に南極を旅しました。北極でのプロジェクトも予定されています。

ロシア語を学習していると、予期しなかった出会いや可能性に恵まれ、様々な冒険を体験で
きると思います。日露青年交流センターなどの公的機関のプログラムもそのひとつです。日露
青年交流センターではこれまで、日本の学生が私費での負担なくロシアを短期訪問し、ロシア
の大学生や青年と交流できる貴重なプログラムを実施してきましたが、最近、早稲田大学教育
学部で第二外国語としてロシア語を学びはじめたばかりの１年生もプログラムに応募し、夏休
みにロシアに行き、有意義で刺激的な体験をしたそうです。

また、希望者の方には、日本を訪問するロシア人学生や作家、アーティストとの交流の機会
も設けています。インカレサークルであるロシア語劇団「コンツェルト」に役者やスタッフと
して所属して活躍している教育学部の先輩も多数いるなど、大学を超えた交流も可能です。

ロシア語を楽しく学び、世界への扉を開きましょう！
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ロシア語はとても面白い言語です。私がロシア語を学び始めた理由は、今みなさんが見てい
るこの紹介文がきっかけです。そこで今度は私がみなさんにロシア語の魅力を伝えるために、
学んで来た人が多いであろう英語と比較して話していきたいと思います。一見すると文字も違
うし、日本語にない発音もあるので難しそう、大変そうと思われるかもしれません。しかし、
実はロシア語には日本語にそっくりな箇所がたくさんあるんです。文法に関して言えば、英語
よりも日本語に似ているところが多いです。みなさんの中には英語の発音に苦労した人がいる
かもしれません。ロシア語の発音はいくつかの法則で成り立っているのでそれさえ、覚えてし
まえば今すぐにでも話すことができます。英語という難しい言語を今まで学んできたみなさん
にはとっかかりやすく感じると思います。ロシア語は世界で７番目に話されている言語で、約
１億7,000万人もの人がロシア語を話しています。フランス語やドイツ語、私たちが話してい
る日本語よりも多くの人が話している言語なんです。しかし、日本人のロシア語学習者は多く
ありません。そのためロシア語が話せる日本人は世界的に貴重な人材といえるでしょう。もち
ろん、これから待ち受けるであろう就職活動にも大いに役立ちます。クラスが少人数で構成さ
れるからこそ、大学の講義では珍しい、一人ひとりに寄り添った濃密な授業を受けることがで
きます。ぜひ、教育学部でロシア語を学びましょう！

ロシア語は難しいとよく言われますが、先生たちがとても丁寧に教えてくださる為、難易度
に不安があっても大丈夫だと思います。

ロシア語には、「格変化」と呼ばれる単語の語尾を変化させる規則があるのですが、この格
変化などの細かい文法事項を暗記し、当てはめていく作業は一種のパズルのような感覚なので、
英語の受験勉強で関係代名詞を学ぶことが苦ではなかった方には向いていると言えるかもしれ
ません。ロシア語を選択する学生は毎年少ないため、必然的に少人数のクラスになるのですが、
そのおかげで学生は授業に集中することができ、分からない点の質問なども気軽にすることが
できます。さらに、先生方に学生の理解度を把握してもらえるため、理解度に合わせたペース
で授業を進めてもらえる、というメリットもあります。

また、授業では映画や食事、観光名所など多くのロシアの文化に触れる機会があるため、ロ
シアについてよく知らない方であっても、親近感を持って、楽しくロシア語を学ぶことができ
ると思います。

ロシアはもともとソビエト連邦という社会主義国家であったため、他のヨーロッパ諸国と比
べて独特の文化を持っており、ソビエト連邦崩壊から約30年近くが経った今でも、「レーニン
通り」や「ソビエト通り」という名前の通りがあるなど、今もその名残りが多く見られます。
このように、他の国と比べてロシアは独特であるため、何か人と違うことをしてみたい、とい
う方にはロシア語を学ぶことは向いているかもしれません。

■外国語にはぜひロシア語を■
複合文化学科２年　澤田　直志

■選んで良かったロシア語■
複合文化学科３年　石坂　晴
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「国語」（national language）と称して学ばれる日本語はなかなかに不幸な言語です。「日本
語は世界で唯一、日本だけで話されているのだから、国語と呼んで当然じゃないか」と言われ
るかもしれません。しかし、私が思うに、だからこそ

4 4 4 4 4

日本語は不幸なのです。
なぜなら、日本語話者は（ほぼ）日本列島にしかいないので（台湾・朝鮮半島を植民地とし

て日本語化を進めていた二〇世紀前半の大日本帝国時代はまた異なります。念のため）、その
他すべての国の人々とは通訳・翻訳を介してしか十分なコミュニケーションが取れません。そ
れは何を意味するかと言えば、日本人が、日本が、日本語で生み出したすべての文化は、その

4 4

ままでは伝わらない
4 4 4 4 4 4 4 4 4

ということなのです。どうです、こんな不幸なこともないでしょう？
そんな日本語とは対極的に、多くの国々の国境を越えて通じ合う言語があります。それがス

ペイン語です（もちろん英語も、ですが）。その成り立ちからすれば、「スペイン」語と名乗っ
ているとおり、まずはスペインの「国語」でした。しかし、そのスペインがアメリカ大陸を植
民地とした歴史的経緯から、スペイン語はいまでは、「元祖」スペインは言うに及ばず、米国
国境以南のアメリカ大陸、およびカリブ海からアフリカ大陸に至るまで、じつに20 ヶ国の公
用語となりました（注：文末に列挙）。英語を公用語とするはずの米国にも、たくさんのスペイン
語話者が暮らしています。ゆえに、スペイン語ほど「国語」と呼ぶに相応しくない

4 4 4 4 4 4

言語もあり
ません。スペイン語は特定国の「独占物」ではなく、いわばスペイン語コミュニティの「共有
物」なのです。

そんなスペイン語コミュニティのなかで、ある国で素敵な音楽やアート、映画がリリースさ
れたとします。するとたちまちそれらは、コミュニティのなかで広がってゆくでしょう。たと
えば音楽は、必ずしも言葉が理解されなくても、インターネット環境下では世界中で容易に拡
散します（昨今のK-POP、とりわけBTS［防弾少年団］の大ブレイクはその好例でしょう）。
だからスペイン語コミュニティのなかでスペイン語で発信された文化が共有されたところで、
たいしたことではないと思われるかもしれません。しかし、それはやはり決定的に違う

4 4 4 4 4 4

のです。
スペイン語で発信する彼らにとって、スペイン語コミュニティ内においては通訳・翻訳を意

識する必要はまったくありません。つまり、互いの文化は、国の違いにもかかわらず、国境を
軽々と越えてそのまま伝わる

4 4 4 4 4 4 4

のです。これは日本のほかに日本語を公用語とする国を持たない
日本語話者にとっては、およそ経験しえない感覚

4 4 4 4 4 4 4 4

なのです。
さてしかし、大学に入学して英語以外の新しい外国語を学ぼうとしている皆さんはいま、豊

かなスペイン語コミュニティを垣間見る絶好のチャンスを前にしています。これを逃す手はあ
りません。もっとも、あまり安易に飛びつくのも禁物です。スペイン語は日本語話者にとって
発音は比較的簡単です。しかし、フランス語などと同様ラテン語を起源とするため、この語系
統の常として、動詞の活用は複雑怪奇（！）を極めます。それがなぜか、スペイン語は「発音
がやさしい」だけなのに、いつの間にか「全部がやさしい」と勝手に思い込んで、あとでミス
マッチを起こす履修者も少なくないのです。

"N
ノ ・ ア イ ・ ア タ ホ ・ シ ン ・ ト ラ バ ホ

o hay atajo sin trabajo"──これはスペイン語の諺
ことわざ

ですが、英語の"There is no royal road 
to learning"、すなわち「学問に王道なし」に当たります。スペイン語のみならず、簡単に学
べる外国語というものはありません。皆さんがまず最初に越えるべきは、「楽勝科目探し」と
いう意識かもしれませんね（笑）。

【注】スペイン語公用語国（20 ヶ国）　＊北から南へ列挙。
（ヨーロッパ大陸）スペイン
（米国国境以南のアメリカ大陸）メキシコ・グアテマラ・ホンジュラス・エルサルバドル・

ニカラグア・コスタリカ・パナマ・コロンビア・ベネズエラ・エクアドル・ペルー・ボリビ
ア・チリ・パラグアイ・アルゼンチン・ウルグアイ
（カリブ海）キューバ・ドミニカ共和国
（アフリカ大陸）赤道ギニア

☆スペイン語は国境を越えて☆
スペイン語担当教員　　後藤　雄介
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皆さん、母国語は何ですかと聞かれたらほとんどの日本人が日本語と答えるでしょう。それ
では第一外国語は何だろうか。昔の私なら英語と答えていた。しかし、今現在はスペイン語へ
と変わっている。それほど影響を受けたのだ。

大学でのスペイン語の授業は英語よりも多く、すべてが初めての経験である。正直、新しい
ことを吸収することは容易ではない。しかし、知識や経験がなくても、新しいことを取り入れ
続け、自分自身の視野や考えを広げることが大学における学びであると感じている。私にとっ
てそれを気づかせてくれた一つがスペイン語である。

私自身、子供の時から野球をやっていて、プロ野球の外国人選手はいったいどの言語で話し
ているのかが疑問であった。それが大学生になるタイミングでいろいろ調べているうちに、日
本に来ているベネズエラなど南米選手の多くがスペイン語を話していると知った。「スペイン
語で外国人選手と話してみたい！」──こんな単純な理由から私はスペイン語を選んだ。単純
すぎないかと思う人もいるかもしれない。だが、私はそれで良いのだと伝えたい。私は外国人
選手と話してみたいという夢を持ち、それをスペイン語という言語が後押ししてくれたのだ。

スペイン語以上に感情が組み込まれている言語はなく、また、多くの地域の文化を学べる言
語もない。スペイン語という今まで触れてこなかったことに対して触れるということが、人生
において新しい一歩になるのだ。

アメリカに住んでいるのに英語を話さない人達がいる！　私がアメリカ旅行に行った時に一
番衝撃だった出来事のひとつです。当時私は高校生で、「英語は勉強しているから旅行中はそ
こまで不自由しない」と高を括っていました。そんな驕りを見事に砕いてくれた彼らが話して
いた言語、それがスペイン語です。

英語しか知らない私は、当然彼らとまったくコミュニケーションできませんでした。せっか
くの交流のチャンスをふいにしてしまった、その悔しさから大学では迷わずスペイン語を選択
しました。

スペイン語話者は、英語や中国語に続いて世界第３位とも、英語を抜いて第２位とも言われ
ています。そしてスペイン語はスペインだけでなく、中南米、アメリカ国内など様々な地域で、
母国語として使用されています。「英語が通用しなくても、スペイン語が話せるからそこまで
不自由はしない」──そんな地域もかなり多いということです。

海外旅行の行先候補が増えたり、音楽や映画に出てくるスペイン語を理解できたり、以前は
話せなかった人とコミュニケーションできるようになったり … 今までと違うことができる感
覚が確かにあると思います。英語以外の言語を学ぶこのチャンスで、スペイン語というもう一
つの武器を育ててみてはどうでしょうか。英語だけでは越えられなかった壁だって、たくさん
破ることができます。壁を破った先には、きっともっともっと世界が広がっていることでしょ
う。

■スペイン語を学んだら…■
複合文化学科４年　山下　唯

■スペイン語が新しい一歩■
複合文化学科１年　髙澤　悠
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Ⅴ．外国語 Aに関するその他関連情報

１．選択外国語の登録

入学手続書類に同封の「外国語Ａ選択手続きの諸注意と外国語Ｂ（英語）履修のための

WeTEC受験について」の案内に従って、Web入学手続システムから各自履修することを選択

した外国語の登録を行ってください。

※『授業ガイド（科目登録の手引き）』等の冊子類は科目登録関連書類の中に同封されています

※既にQ&A等で説明しているとおり、登録した外国語の変更は認めません

２．グローバルエデュケーションセンター設置科目の履修について

グローバルエデュケーションセンターには、全学生を対象とした語学教育の充実を目指し、

学部で学習できる外国語以外にも様々な言語科目が設置されています。日本では学ぶ機会が限

られている言語も含め、英語以外に多彩なラインナップがそろいます。各言語圏の文化などに

も触れながら楽しく学ぶことができ、興味深く、質の高い授業が行われます。詳細はグローバ

ルエデュケーションセンターの全学オープン科目履修ガイドを確認してください。

３．問い合わせ先

外国語A選択について質問のある方は、下記アドレスまで【Eメール】にてお問い合わせ下

さい。質問に対する回答は、各外国語担当教員より質問者に返信したうえで、外国語A学習支

援ホームページ（※）でも公開いたします。

質問メール送信先：foreign@edu.waseda.ac.jp

※外国語A学習支援ホームページ：https://www.waseda.jp/prj-edu-foreign/

４．シラバス検索について

各科目の授業概要についてはシラバス検索で確認することが可能です。外国語Aの科目はも

ちろん、教育学部設置の科目、早稲田大学の開講科目すべて検索可能です。講義内容を具体的

に知りたい場合は是非ご活用ください。

URL：https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA101.php
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日本語  Japanese
あいさつ
aisatsu

①おはよう
　ohayo

②こんにちは
　konnichiwa

③こんばんは
　konbanwa

④おやすみなさい
　oyasuminasai

⑤さようなら
　sayonara

⑥～さん（男性）
　～ san

⑦～さん（既婚女性）
　～ san

⑧～さん（未婚女性）
　～ san

⑨はじめまして
　hajimemashite

⑩ごきげんいかがですか
　gokigen ikagadesu ka

ドイツ語  Deutsch
Gruß
グルース

Guten Morgen.
グーテン  モルゲン

Guten Tag.
グーテン  ターク

Guten Abend.
グーテン  アーベント

Gute Nacht.
グーテ  ナハト

Auf Wiedersehen!
アウフ  ヴィーダーゼーエン

Herr ～.
ヘル　～

Frau ～.
フラオ　～

Es freut mich, Sie 
エス  フロイト  ミヒ  ズィー

kennen zu lernen.
ケンネン  ツー  レルネン

Wie geht es Ihnen?
ヴィー  ゲート  エス  イーネン

フランス語  Français
Salutation
サリュタシオン

Bonjour.
ボンジュール

Bonjour.
ボンジュール

Bonsoir.
ボンソワール

Bonne nuit.(Bonsoir.)
ボンヌ  ニュイ（ボンソワール）

Au revoir.
オー  ルヴォワール

Monsieur ～.
ムッシュー　～

Madame ～.
マダム　～

Mademoiselle ～.
マドモワゼル　～

Enchanté ～.
アンシャンテ

Vous allez bien?
ヴ  ザレ  ビヤン

中国語  普通活
致意・寒喧

チーイー　ハンシュアン

　早
ニーツァオ

　好
ニーハオ

晩上好
ワン シャン ハオ

晩安
ワン アン

再　
ツァイチェン

～ 先生　
シェンシォン　

～ 夫人　
フゥレン　

～ 小姐　
シアオチエ　

初次　面
チュツー チェンミエン

ロシア語  русский　язык
ПРИВЕТСТВИЕ
プリヴェーツトヴィエ

Доброе　утро.
ドーブラエ  ウートラ

Добрый　день.
ドーブルイ  ジェーニ

Добрый　вечер.
ドーブルイ  ヴェーチェル

Спокойной　ночи.
スパコーイナイ  ノーチ

До　свидания.
ダ  スヴィダーニヤ

Господин　～.
ガスパジーン　～

Госпожа　～.
ガスパジャー　～

Здравствуйте.
ズドラーストヴィチェ

Как　вы　живете？
カーク  ヴィ  ジヴョーチェ

スペイン語  Español
Saludo
サルード

Buenos días.
ブエノス  ディーアス

Buenas tardes.
ブエナス  タルデス

Buenas noches.
ブエナス  ノーチェス

Buenas noches.
ブエナス  ノーチェス

Adiós.
アディオース

Señor ～.
セニョール　～

Señora ～.
セニョーラ　～

Señorita ～.
セニョリータ　～

Mucho gusto .
ムーチョ  グスト

¿Cómo está usted?
コモ  エスタ  ウステ


