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0. はじめに

新入生の皆さん、大阪大学への入学、おめでとうございます。そして外国語学部ドイツ
語専攻へようこそ。教員一同、そして在学生の全員で皆さんを歓迎します。
極めて特異な状況で大学初年度を迎えることになり、不安も大きいと思います。しかし、

皆さんは大学受験という極めて不透明な段階を乗り越え、大学生として新たな生活、新た
な自分を始めることができるタイミングでここにいます。世界が混沌としているからこそ、
そのような世界に立ち向かえる自分になれるよう、大学での学びを通じて成長しよう、と
真剣に考えてみてはいかがでしょう。不確実な世界だからこそ、それに対峙する自分は、
確実な何かを身につけましょう。我々教員一同は、可能な限りその助けになるつもりです。
これから一緒に学んでゆけることを楽しみにしています。

この文書では、本来新入生オリエンテーションで説明するはずだった重要事項を説明し
ます。分かり辛いことがあったら躊躇せずにメールなどで質問して下さい（ただし、この
文書はオープンスペースに掲載されるので、メールアドレスの記入は避け、別途告知しま
す）。我々教員は、少なくとも 4月一杯は、皆さんと直接顔を合わせることができません。

1. ドイツ語専攻の教員

現在、ドイツ語専攻には 5人の日本人専任教員と 1人のドイツ人特任教員がいます。

専門分野
教授 進藤 修一（しんどう しゅういち） ドイツ語圏の歴史
教授 中川 裕之（なかがわ ひろゆき） 言語学・ドイツ語学
講師 黒谷 茂宏（こくたに しげひろ） 言語学・ドイツ語学
助教 北岡 志織（きたおか しおり） 現代ドイツ文学・演劇
助教 濵田 洋輔（はまだ よおすけ） ドイツ語圏の思想・哲学
特任教員 RAPPE, Guido（らっぺ ぎど） 思想・哲学など

このうち、外国語学部 1年生の授業を担当するのは黒谷先生（ドイツ語 1）、濵田先生（ド
イツ語 2）、ラッペ先生（ドイツ語 3）の 3名です。他に多数の非常勤の先生方が、ドイツ
語専攻の教育に協力してくれます。
黒谷先生はドイツ語専攻 1年生のアカデミック・アドバイザー（担任）です。
また、全学共通教育科目1「国際教養（秋冬学期）」を進藤先生が担当しています。この

科目はドイツ語専攻の学習内容と関係しているので、当専攻 1 年生の多くに受講してほし
いのですが、受け入れ可能人数に上限があり、定員を超えると抽籤となります。

                                                
1「全学共通教育科目」については以下2.1「教養教育系科目」参照。
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2. 単位の取り方

大阪大学では、卒業するためには「単位」を必要な数だけ揃えねばなりません。単位と
は、授業科目を受講し成功裡に終えることによって修得できる数値です。受講すべき授業
科目は何でもよいわけではなく、3 つの「系統」ごとに必要単位数が決まっていて、全て
の系統でこの必要単位を揃えないと卒業できません。
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この表のように、「教養教育系科目」、「国際性涵養教育系科目」、「専門教育系科目」の 3

系統があります。

2.1. 教養教育系科目

教養教育系科目は全ての大阪大学生が学ぶべき科目で、豊中キャンパスで開講されます。
全学共通の科目であるため「全学共通教育科目」とも呼ばれ、「全学共通教育機構」という
組織が提供しています。
教養教育系科目の必要単位数は 14 です。また、原則的に 1 年生のうちに修得すべき科

目です。もし 1年生のうちに必要な数だけ修得できないと、大変困ったことになります2。

2.1.1. Disclaimer（ご容赦下さい）

全学共通教育機構は外国語学部とは全く異なる独立の組織であるため、そして極めて多
数かつ多彩な授業科目を提供しているため、外国語学部の教員には詳細が分かりません。
なお、今年度は当専攻の進藤先生が全学共通教育機構長を兼任しているのですが、だから
と言って、機構の提供する全ての科目を隅々まで知り尽くしている、ということは（残念
ながら）ありません。どの教養教育系科目を受講するか、それは皆さん自身がシラバスな
どを検討して決めましょう。

2.2. 国際性涵養教育系科目

国際性涵養教育系科目は全ての外国語学部生が学ぶべき科目で、外国語学部が提供しま
す。1年生向けの科目は豊中キャンパスで開講され、2年生以降で履修する科目は外国語学
部専用キャンパス、即ち箕面キャンパスで開講されます。
国際性涵養教育系科目の必要単位数は 10です。

2.3. 専門教育系科目

専門教育系科目は、外国語学部の各専攻の専門科目です。皆さんにとっては、ドイツ語
専攻の専門科目です。1年生向けの科目は豊中キャンパスで開講され、2年生以降で履修す

                                                
2 以下3「学年とキャンパス」参照。
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る科目は箕面キャンパスで開講されます。
専門教育系科目の必要単位数は 102です。

このように、外国語学部ドイツ語専攻のカリキュラムは、全阪大生のための科目、全外
国語学部生のための科目、そしてドイツ語専攻の専門科目、という 3 系統から成り立って
います。
ここでは省略しますが、各系統の内部にも分類があり、必要単位数が決まっています。

詳細は『学生便覧』の 48~50 頁以降を確認して下さい。また、英語の履修については『学
生便覧』の 51~54 頁を参照して下さい。この他、留学先で修得した単位を卒業に必要な単
位として認定する制度もあります。

3. 学年とキャンパス

既に上記2「単位の取り方」でも分かりますが、外国語学部では、1年生向けの授業科目
は豊中キャンパスで、そして 2 年生以降で履修する授業科目は箕面キャンパスで開講され
ます。従って、1年生のうちに 1年生向け授業科目を全て終えることができないと、2年生
以降、箕面キャンパスで授業を受けながら、1 年生向け科目の履修のために豊中キャンパ
スにも通わないといけなくなります。最初から手を抜かず、1 年生向け科目は 1 年生のう
ちに漏れなく修得しておきましょう。
また、外国語学部には留年制が存在します。例えば、1年専攻語実習 5科目3全てで合格

しないと 2 年生になることはできません。1 年生で留年したら、次の年度も 1 年生で、豊
中キャンパスに留まらねばなりません。無事に 1 年で豊中キャンパスを去ることができる
よう、最初からしっかり勉強しましょう。外国語学部生は、大阪大学の他学部生と異なり、
入学直後から全力で勉強する必要があります。というのも、外国語を僅か 4年や 5年で実
用（母語話者に立ち向かえる）水準までマスターするには、それだけの訓練が必要だから
です。

3.1. 新しい箕面キャンパスについて

なお、箕面キャンパスは令和 3年度（2021年度）春に移転し、新キャンパスとなります。
現在の箕面キャンパスは箕面市粟生間谷にありますが、皆さんがこの現箕面キャンパスで
学ぶ機会は基本的にないでしょう。皆さんにとっての箕面キャンパスは、箕面市船場東の
新キャンパスということになります。

                                                
3 以下4.2「1年：専攻語実習 5科目」参照。
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4. 専門教育系科目（ドイツ語専攻）のカリキュラム

ここで、外国語学部ドイツ語専攻の専門教育系科目、つまり皆さんにとって中核的な学
習対象となるカリキュラムについて、上記2.3に続いて、もう少し詳しく見てみましょう。
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4.1. 語学力と教養

ドイツ語専攻での学びは、ドイツ語力とドイツ語圏の教養という大きな 2 つの柱を確立
することを第 1 の目標とします。「ドイツ語力」については特に説明の必要はないでしょ
う。一方、「ドイツ語圏の教養」については簡単に説明する必要があるでしょう。
単にドイツ語の能力を鍛えれば、ドイツ語圏（ドイツ語が話される地域）の人々の言う

ことが理解できるか、ドイツ語圏で起こっている、あるいは起こってきた様々な出来事が
理解できるか、といえば、実はそうではありません。言語の能力以外にも、地理・風土・
文化・社会・政治・経済・歴史・思想・芸術・文学のような様々な分野についての知識と
理解があって初めて、ドイツ語圏の人々、ドイツ語圏で起こったこと、起こっていること、
そしてこれから起こるであろう事柄が理解できるのです4。
当ドイツ語専攻でドイツ語力とドイツ語圏の教養を身につけたら（もちろん社会に出て

も学びは続くのですが）、今度はそれを武器として社会の中で活躍できる人間になってゆく
ことが、当専攻を卒業した皆さんが目指す第 2の目標になるでしょう。
上に挙げた第 1 の目標を達成するために、ドイツ語専攻では 1 年次・2 年次でまずは集

中的なドイツ語学習を行います。2年でドイツ語圏の教養に関する学習を始め、3年・4年
では歴史、思想、文学などの専門的なテーマについての学びを深めてゆきます。もちろん 3

年・4 年でもドイツ語そのもののトレーニングを続けます。そして最後に、自分の専門分
野に関する卒業論文を完成させて卒業します。

4.2. 1年：専攻語実習 5科目

ドイツ語専攻の 1年生は、1年専攻語実習 5科目を受講します。1年次に受講するドイツ
語専攻の授業は、1年専攻語実習 5科目のみです（ドイツ語 1~5）。まずは語学力を鍛えな
いと、先には進めません。各科目の分野は、以下のようになっています。

科目名 分野
ドイツ語 1 文法
ドイツ語 2 会話
ドイツ語 3 会話

                                                
4 例えば、日本の都道府県の名称をほとんど知らないような人が、日本の様々な出来事に
ついて深い理解力を持つとは到底思えないでしょう。北海道が北にあって寒く、沖縄が
南にあって暑い、というようなことを知らない人も、日本に詳しそうだとは思えないで
しょう。日本の現在の内閣総理大臣の名前を知らない人、徳川家康という人物や明治維
新という出来事について何一つ知らない人も日本通とは思えないでしょう。『吾輩は猫
である』は夏目漱石が書いた小説である、などという事柄は、日本人にとっては説明さ
れる必要もない事実ですが、ということは、その程度のことは知っていないと、日本人
との会話でも日本語の本を読む際にも正しい理解には至れない、ということです。

※ドイツ語 2とドイツ語 3は、同じ
　教科書を使用する 1組の授業です。
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ドイツ語 4 講読
ドイツ語 5 発音

この 5科目全てで合格点を取らないと留年となり、2年生になることはできません。
1 年専攻語実習は豊中キャンパスで開講されます。全学共通科目であれ、外国語学部の

科目であれ、1年生の間に受講する授業は原則的に豊中キャンパス開講です。

4.3. 2年：専攻語実習 5科目と文化概論

1年生と 2年生では、学生生活は大きく変化します。と言うのも、1年次はほぼ豊中キャ
ンパスのみで授業を受けるのに対し、2 年生以降は基本的に箕面キャンパスで授業を受け
ることになるからです。

4.3.1. 専攻語実習

ドイツ語専攻の 2 年生は、2 年専攻語実習 5 科目を受講します。各科目の分野は、以下
のようになっています。

科目名 分野
ドイツ語 11 講読
ドイツ語 12 文法
ドイツ語 13 会話
ドイツ語 14 会話
ドイツ語 15 発音

この 5科目全てで合格点を取らないと留年となり、3年生になることはできません。

4.3.2. 文化概論

2年生では、専攻語実習におけるドイツ語学習の他に、『文化概論』という科目を受講し
ます。これはドイツ語圏の教養の土台となる授業科目です。現在、『文化概論』には、以下
の表のような 3 つの専門分野についての授業が用意されています（来年度以降変更される
可能性もあります）。

※ドイツ語 13とドイツ語 14は、同じ
　教科書を使用する 1組の授業です。
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科目名 分野
文化概論 A 文学
文化概論 B 思想・哲学
文化概論 C 歴史

ただし、この A・B・Cの区分は、上に挙げた『学生便覧』の表には反映されていません。
これは単純に事務的な理由で、ここで述べたことはもちろん間違ってはいません。

4.4. 3・4年：留学、ゼミナールと卒業論文

2年専攻語実習 5科目全てを合格で終えることができると、翌年度は 3年生となります。

4.4.1. 授業科目

授業は基本的に 3・4年生共通です。つまり、同じ授業を 3年生も 4年生も受講します。
分野的には、文化、社会、歴史、思想、文学、あるいは言語学などの授業があります。そ
れとは別に、ドイツ語そのものの授業も多数用意されており、ドイツ語力を更に向上させ
てゆきます。

4.4.2. 留学

3 年生の夏からは、過半数の学生が何らかの形で留学します。交換留学の学生、休学し
て私費で留学する学生など様々です。
交換留学とは、大阪大学に学費を払い、つまり休学せずに、大阪大学の学生代表として

渡航先の大学で学ぶ制度です。制度上、相手側の大学からも留学生が来るので「交換」留
学と呼びます。交換留学の場合、留学先で様々な便宜を図ってもらえます。
留学せずに 4 年間の大学生活を送って卒業する学生もいます。留学した学生は、基本的

には 1年長く、5年間大学に留まります。
交換留学への申込みは、既に 2 年生の夏に行います。申込みの際、留学先の大学が指定

するドイツ語能力資格を持っている必要があります。また、希望者多数の場合には学業成
績が決定的な要因となることも珍しくありません。つまり、1 年生のときから熱心に勉強
してドイツ語力を伸ばし、好成績を取っておくことが、交換留学への近道です。
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4.4.3. ゼミナール、卒業論文と卒業

ドイツ語専攻での学びの集大成が卒業論文です。
3 年生からはゼミナール（ゼミ）に所属して、卒業論文のための準備を始めます。ゼミ

ナールとは卒業論文執筆を教員が支援するための制度で、教員を手本としてドイツ語圏の
深い知識・教養を学び、研究し、その成果を卒業論文という形にまとめます。
卒業論文の提出と合格によって 8単位が得られますが、この 8単位は他の授業科目によ

って代替することはできません。つまり、卒業するためには、必ず卒業論文を提出し、合
格せねばなりません。実際、上に挙げた『学生便覧』の表では、1・2 年専攻語実習 10 科
目の他に卒業論文も丸囲みの「必修科目」となっています。
また、卒業に関して付け加えると、基本的に 3年生と 4年生の間には制度上それほど大

きな差はありませんが、1 つ決定的な違いがあります。それは、4 年生は卒業できるが、3

年生はできない、ということです。つまり、3 年生になってから 2 年は費やさないと卒業

できないということになります。卒業論文を提出できるのも 4年生だけです。

5. 辞書について

最後に、これからドイツ語学習を行ってゆくために必要な辞書について説明します。
辞書には、伝統的な紙の辞書の他に、CASIOから出ている電子辞書、それにスマートホ

ンやタブレットで使用するアプリの辞書があります。これら全てについて一通り説明しま
す。
現在、内容的に最も新しく優れているのは紙の辞書です。紙の辞書は毎年小規模な増補・

改訂が行われています。古本屋へ行けば多数の独和辞典が売られていますが、古いものは
買わず、必ず最新版を買って下さい。

5.1. 独和辞典

[1] 濱川 祥枝／信岡 資生・監修、新田 春夫・編 (2013):

クラウン独和辞典【第 5版】。三省堂。¥4620

最も新しく、最も優れた学習独和辞典。最初はこの「紙の『クラウン独和辞典』【第 5版】」
を購入して下さい。

この辞書は学習独和辞典なので、3・4年向け授業を受ける頃になると、専門用語で困る
ようになります。3 年生からは、以下の辞書を第 2 の辞書として補充するのが望ましいで
しょう（『クラウン独和辞典』の出番はなくなりません）。
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[2] 国松 孝二・編 (1999):

独和大辞典【第 2版】コンパクト版。小学館。¥8250

最大の独和辞典です。とても頼りになる辞書ですが、重大な弱点が
あります。古いということです。21 世紀の語彙に対しては全くの無
力です。そのため、『クラウン独和辞典【第 5版】』を手放すことはで
きません。

5.2. 和独辞典

[3] 在間 進・編著 (2011):

アクセス和独辞典。三修社。¥5940

和独辞典には選択の余地はほとんどありません。以下に触れる「物
書堂」の春のセールで『アクセス独和辞典』とまとめ買いをした方が
お得かも知れません。

5.3. 独独辞典

[4] GÖTZE, Dieter (2019):
Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Mit
Online-Wörterbuch. Berlin: Langenscheidt. [978-3125140677]
¥3970

LGDaF（エルゲーダフ）。ドイツ語学習者のための最も優れた 1言語
辞典。ハードカバーとペーパーバックが出版されていますが、上に挙
げたのはハードカバーでかつオンライン辞書へのアクセス権が付属しています。買うなら
これ。
もちろん、1年生には無理です。3年生になったら使い始めましょう。使用するのとしな

いのとでは上達速度が変わってきます。なお、2 年後に購入する場合には、最新版が出て
いないかチェックしましょう。
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5.4. 電子辞書

[5] CASIO (2020/02/14): XD-SX7100. ¥49800
https://casio.jp/exword/products/XD-SX7100/

ドイツ語専攻の学習に使えるのは CASIO のドイツ語専用電子
辞書のみです。毎年マイナーチェンジします。ここに挙げたのは
最新の 2020年版です。
独和辞典は [2]『独和大辞典』と『アクセス独和辞典』が入っています。和独辞典は [3]

『アクセス和独辞典』。これに加えて独独辞典として『Duden Universal』という辞書が入っ
ています。『Universal』はよい辞書ですが、ドイツ人向けなので、外国語学習者には向き
ません。また独英・英独辞典（『Oxford German Dictionary』）が収録されています。
コストパフォーマンスが非常に悪く、お勧めできません。次に触れるアプリを揃えた方

が遥かにましです。

5.5. スマートホンとタブレット

iPadアプリで [2]『独和大辞典』（¥5800）が、iPadアプリ・Androidアプリで『クラウ
ン独和辞典』【第 4版】（古い！¥3200ぐらい）が、iPadアプリで『アクセス独和辞典』【第
3版】（¥2800）と『アクセス独和・和独辞典』（¥5600）が提供されています。
辞書の電子化を手がけている「物書堂」という会社のウェブページで、毎年春に iPad辞

書アプリの安売りをしています。2020年は 4月 2日から 5月 21 日まで、様々な辞書がか
なり安く購入できます。以下の URLで確認して下さい。

https://www.monokakido.jp/news_release/2020/04/sale2020.html

その他、Android でも、ドイツの代表的な辞書出版社である Langenscheidt、Duden、
PONSの多数の優れた辞書アプリが販売されています。[4] LGDaFもアプリとして入手可
能です。

なお、一般論として、電子辞書には図や表などがないのが普通です。つまり完全な電子
化ではありません。そのせいで、分かりにくくなっている場合もあります。


