令和4年度 外国語学部オープンキャンパス 8月上旬オンライン企画 （全29プログラム）
【オンライン模擬授業】プログラム①～③
開催日時

8月2日
（火）

8月3日
（水）

8月3日
（水）

番号 タイトル・テーマ

16：00～17：00

10：00～11：00

16：00～17：00

模擬授業内容

定員

担当教員

①

かつて日本は中国から借りてきた漢字を使って、日本語を表現しよう
と努めました。同じく、漢字を用いた経験のある東アジアの各民族は、
文字と言葉の微妙な 漢字を駆使して、自分達の言葉を表現しようとしました。この授業で
関係ーー「文字学」の は、主に日本語とベトナム語を例に、漢字という同じ文字に出会った二 300 清水 政明 （ベトナム語）
世界
つの民族が、その後どのような歴史をたどったのかを見ながら、文字
と言葉の微妙な関係を探りつつ、とかく非難されがちな「文字を頼りに
言葉を学ぶ」ことの奥深さをお伝えできればと思います。

②

文学作品に用いられる言葉は、単に情報（内容）を伝えようとする言葉
よりも表現（音やリズム、修辞の使用など）にこだわって、選び抜かれて
いるように思われます。では、そのような「詩的言語」は、日常の言語と
「耳に快く響く」言
は全く次元の異なる、高尚なものなのでしょうか？
葉？——外国語で この授業では、日本語で言えば5音・7音のリズムのような韻律が他の
300 霜田 洋祐 （イタリア語）
文学を味わう楽しさ 言語でも「文学的」とは感じられない日常の言語表現に深く浸透してい
と難しさ
ること、語呂合わせやダジャレのような卑近なものも表現にこだわって
いるという点では「詩的」であることなどを確認し、そのことを通じて、
こうした翻訳不可能な要素に満ちた文学作品を原語で味わうことの面
白さ（そして難しさ）をお伝えできればと思っています。

③

激動の21世紀を生
き抜くために―
前代未聞のグローバ
ル化時代における外
国語学習と地域研究
の重要性

我々は前代未聞のグローバル化時代に生きている。歴史上かつてない
ほど世界が様々な点において相互に結びつきを深め、新型コロナウイ
ルスの世界的蔓延に見られるように、かつてないほどの速さと規模で
300 伊藤 孝治 （英語)
変化が起こる時代である。このような激動の21世紀を生き抜くため
に、外国語学習と地域研究が持つ意義・有用性について参加者の方々
とともに検討してみたい。

【専攻別オンライン説明・相談会】プログラム④～㉙
開催日時

番号 専攻語

9:00～10:00 ④

8月2日
（火）

8月3日
（水）

8月5日
（金）

定員

担当教員（敬称略）

インドネシア語

インドネシア語、インドネシア語専攻についてのQ&A、インドネシア語専攻在学生によるなんでも相談会 50

原 真由子、菅原 由美、松村 智雄

10:00～11:00 ⑤

モンゴル語

モンゴル語専攻語の概要説明と相談会
モンゴルの言語と文化について熱く語る

50

塩谷 茂樹

10:00～11:00 ⑥

スワヒリ語

スワヒリ語・スワヒリ語専攻についての紹介と質疑応答、フリートーク

50

米田 信子

10:00～11:00 ⑦

デンマーク語

デンマーク語専攻ってどんなところ？

50

田邉 欧、石黒 暢、大辺 理恵

11:00～12:00 ⑧

フィリピン語

専攻の教育、学生生活についての紹介と説明、専攻に関する質疑応答、進路相談など。

100

宮原 暁、宮脇 聡史、矢元 貴美、白石 奈津子、ルイズ・フリーダ

11:00～12:00 ⑨

ロシア語

ロシア語専攻の教育プログラムなど

30

上原 順一

13:00～14:00 ⑩

トルコ語

ようこそトルコ語専攻へ（40分）

30

藤家 洋昭

13:00～14:00 ⑪

ドイツ語（1）

ドイツ語、ドイツ語専攻についてQ&A、フリートーク

100

進藤 修一、中川 裕之、北岡 志織、濵田 洋輔、橘 宏亮

14:00～15:00 ⑫

朝鮮語

専攻語紹介と質疑応答（在学生を交えて）

300

岩井 亮雄＋在学生

14:00～15:00 ⑬

ポルトガル語

ポルトガル語専攻についてのQ&A、フリートーク

150

平田 惠津子 坂東 照啓

15:00～16:00 ⑭

日本語

日本語専攻についてのQ&A、先輩とフリートーク

300

筒井 佐代、永原 順子、櫻井 千穂、儀利古 幹雄、鴻野 知暁、
秦 秀美、山泉 実

10:00～11:00 ⑮

ヒンディー語

ヒンディー語専攻のカリキュラム等紹介、模擬授業、在校生からのヒンディー語専攻紹介と質疑応答

30

長崎 広子、Ved Prakash Singh

11:00～12:00 ⑯

スペイン語

スペイン語専攻の説明とQ＆A、フリートーク

50

長谷川 信弥、岡本 淳子、中本 香、松本 健二、川口 正通

13:00～14:00 ⑰

フランス語

専攻の紹介／教員・在学生によるQ＆A

100

岡田 友和、高橋 克欣、篠原 学、栗原 唯、学生2名程度

13:00～14:00 ⑱

スウェーデン語

スウェーデン語、スウェーデン語専攻についてのQ＆A、フリートーク

100

高橋 美恵子、古谷 大輔、テリードッテル・マリー（一部のみ）

14:00～15:00 ⑲

イタリア語

教員・在学生による専攻紹介および受験相談会

300

菊池 正和、ベルテッリ ジュリオ アントニオ、霜田 洋祐、
（ポッツィ カルロ エドアルド）

15:00～16:00 ⑳

ペルシア語

ペルシア語専攻のご紹介

290

竹原 新、ベヘナム・ジャヘドザデ 、中村 菜穂

ウルドゥー語

ウルドゥー語およびウルドゥー語専攻の紹介

30

山根 聡、北田 信、宮本 隆史

10:00～11:00 ㉒

ビルマ語

ビルマ語とミャンマー地域、ビルマ語専攻についてのQ＆A、
フリートーク、ビルマ語専攻在学生によるなんでも相談会

50

池田 一人、大塚 行誠、井上 さゆり

11:00～12:00 ㉓

アラビア語

アラビア語、アラビア語専攻についてのQ&A、フリートーク

50

仲尾 周一郎

13:00～14:00 ㉔

中国語

質疑応答と交流

100

林初梅、鈴木 慎吾、中田 聡美、李佳

14:00～15:00 ㉕

ドイツ語（2）

ドイツ語、ドイツ語専攻についてQ&A、フリートーク

100

進藤 修一、中川 裕之、北岡 志織、濵田 洋輔、橘 宏亮

15:00～16:30 ㉖

ハンガリー語

専攻語のカリキュラム、留学について、ハンガリー語と文化紹介、Ｑ＆Aなど（90分）

50

岡本 真理、鈴木 広和、江口 清子、コヴァーチ レナータ

10:00～11:00 ㉗

ベトナム語

ベトナム語専攻の紹介と質疑応答

300

清水 政明、近藤 美佳、ファン ティ ミィ ロアン、グェン ティ
ゴック トー、学生数名

11:00～12:00 ㉘

タイ語

タイ語・タイ語専攻についてのQ&A、在学生とのQ&A・フリートーク

50

村上忠良、センティアン・ラッタナセリーウォン、日向伸介

13:00～14:00 ㉙

英語

「所属教員の紹介」、「授業・カリキュラムの内容及び留学」、「ネイティブ教員と在学生からのビデオメッ
セージ」 「英語の効果的な学習法についての一般的なアドバイス」

300

渡邊 克昭、畑田 美緒、早瀬 尚子、中村 未樹、田村 幸誠、
山本 武史、岡本 太助、藤山 一樹、伊藤 孝治、大津 智彦

9:00～10:00 ㉑

8月4日
（木）

説明・相談会内容

