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言葉を究めて 世界へはばたく

外国語学部長あいさつ

外国語学部の起源は、大阪の実業家・林蝶子

女史の寄付金をもとに、1921年に創設された

「大阪外国語学校」に遡ります。次ページの「外

国語学部とは」にあるように、その後、変遷を経

て、現在では、大阪大学外国語学部として、国立

大学法人の総合大学の中では唯一の外国語学

部となっています。

このような歴史と伝統を有する外国語学部では、表紙にある「言葉を究

めて世界へはばたく（Let Language Be Your Wings To The World）」、

および「言語を通して文化を学び、文化を通して言語を学ぶ（Culture 

Through Language, Language Through Culture）」をモットーとして掲

げ、国際社会で通用する人材の育成に取り組んでいます。

最近、「グローバル人材の育成」という言葉を耳にすることが多くなりま

した。「グローバル人材の育成」とは、要するに、高度な異文化理解能力や鋭

い国際感覚、優れた言語能力を有するとともに、主体性や積極性・協調性

や柔軟性・使命感を併せ持った人材を育成するということです。

「グローバル人材の育成」というと何か新しいもののように感じられる

かもしれませんが、その理念は、上記のモットーに集約されている学部理

念、つまり言語を通じて外国に関する深い理解を有する有為の人材を養

成するという理念と軌を一にするものです。

外国語学部の特色の一つに、学生の多くが強い海外志向を持っている

ことがあげられます。大阪大学には、大学間の交流協定がいくつもありま

すが、外国語学部の学生は、交流協定に基づく学生派遣にきわめて積極的

に応募しています。その他にも、毎年数百人規模で、海外留学や語学研修

に海外に出かけています。

言語を習得し、その地域の文化を学ぶことは、「言うは易く行うは難し」

の典型ですが、皆さんも是非、言葉を究めて世界へはばたき、言語を通し

て文化を学び、文化を通して言語を学んで下さい。

大阪大学 外国語学部長　東 　  明 彦

外国語学部のあゆみ

CONTENTS

1921年（大正10年）
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大阪外国語学校創立
大阪外事専門学校と改称
大阪外国語大学設置
箕面市粟生間谷に移転
10月1日、大阪大学と統合

外国語学部とは

　私たちがこの地球上で共存していくためには、さまざまな言語文化圏に暮

らす者どうしがお互いの異なる点を理解し、その存在を尊重しあうことが大

切です。

　そのためには、私たち外国語学部は、世界のさまざまな言語を究めること、

そしてそれを通して、各地域の文化や社会を深く理解することが必要である

と考えています。このような理念にもとづき、外国語学部は、世界各地域の言

語とそれを基底とする文化全般について教授し、それを通して、世界各地域

の言語・文化・社会に関する深い理解を有し、かつ国際的な活動に必要な

幅広い知識と高い教養を備えた人材を養成することを目標としています。

　外国語学部の原点は、1921年大阪市上本町に設立された大阪外国語

学校にあります。同校は、1949年国立学校設置法施行にともない、外国語

学部の前身、大阪外国語大学となりました。1979年には、現在の箕面の地

に移転し、大学発足当初12であった開設専攻言語も、その後の発展の中

で、25言語にまで拡充しました。そして、2007年には大阪大学との統合にとも

ない、大阪外国語大学は、大阪大学外国語学部として再出発しました。

　外国語学部へ入学した学生は、4年間の体系的な一貫教育のもとで、各

専攻語とそれを基底とする文化や社会を学びます。在学生の多くは、さまざ

まな機会を利用して、海外での生活を経験しています。そして現在、数多くの

卒業生が、学生時代に修得した高度な言語運用能力と世界諸地域につい

ての深い知識を切り札として、世界を見すえて、産業界や学界、教育界の第

一線で活躍しています。

外国語学部長あいさつ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1
外国語学部とは
外国語学部のあゆみ
ネイティブ教員からのメッセージ ‥‥‥‥‥‥3

アドミッション・ポリシー ‥‥‥‥‥‥‥‥ 30
外国語学部のカリキュラム ‥‥‥‥‥‥‥‥ 31
就職状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32
交換留学制度 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33
卒業生からのメッセージ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
箕面キャンパス施設・設備案内 ‥‥‥‥‥‥ 37
箕面キャンパス所在地経路図 ‥‥‥‥‥‥‥ 38

専攻紹介（P5～29）をご覧ください。

各専攻のアドミッション・ポリシーを
それぞれの紹介ページ冒頭に記載しています。

各専攻紹介のページでは、冒頭に「こんにちは」を意味する言葉をそれ
ぞれの言語の文字表記で載せています。
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Berbahasa Indonesia dapat mengenal 
budaya nasional dan daerah di Indonesia 
serta budaya Melayu di Malaysia, 
Brunei Darussalam, dan lain-lain.
インドネシア語を学ぶことで、インドネシアの
多様な文化、またマレーシアやブルネイなどの
マレー文化を知ることができます。

ビルマ語を一緒に話しませんか

中国語 専攻 P5

朝鮮語 専攻 P6

モンゴル語 専攻 P7

インドネシア語 専攻 P8

フィリピン語 専攻 P9

タイ語 専攻 P10

ベトナム語 専攻 P11 ペルシア語 専攻 P16

アラビア語 専攻 P15

ウルドゥー語 専攻 P14

ヒンディー語 専攻 P13

ビルマ語 専攻 P12

Isang paanyaya sa isang buong bayan at 
kasaysayan ang pag-aaral ng wika 

patungo sa pagkakaunawaan at 
pagkakaisa.

相互理解と絆の構築を目的とした外国語学習が、
当該国の現在や過去を知ることにつながる。

ヒンディー語はやさしい言葉です。
気軽な気持ちで来てください。

さあ、学びましょう！

ウルドゥー語は甘美な言葉です。
さあ、ウルドゥー語を学びましょう！

アラビア語は解読する言葉ではありません。
読み、書き、話す言葉です。

バヤルサイハン先生

イ・ワヤン・パスティカ先生

サマール先生

ヴェーダ先生

テッ テッ先生

ネイティブ教員からのメッセージ

Монголын өвөрмөц нийгэм ахуй, түүх, 

өв соёлын өнгөрсөн,

одоо, ирээдүйд нэвтрэх үүдийг нээж, 

монгол хэл сурцгаая.

モンゴル特有の社会様式、歴史、文化遺産の

過去・現在・未来に通じる扉を開き、

モンゴル語を学びましょう。

让我们一起学习汉语吧！

一緒に中国語を勉強しましょう！

한국어를 즐겁게 배워 봅시다.

韓国語を楽しく学びましょう。

ペルシア語は砂糖のように甘く、
まるで宝石のよう。

Quan hệ Nhật Việt ngày càng tốt đẹp
Hãy học tiếng Việt và nắm bắt cơ hội.

日越関係はますますよくなっています。
ベトナム語を学んでチャンスをつかみましょう。

張　恒悦先生

チョウ　ユミ先生

タイ語を学び、タイの社会と文化を
理解しましょう。

マルグーブ先生

エル・シャルカーウィー先生

レザーイー先生

マリワン先生

トー先生

      

 

Tujifunze Kiswahili!
スワヒリ語を勉強しましょう！

Tanuljunk együtt magyarul!

いっしょにハンガリー語を勉強しましょう！

Upptäck Sverige hos oss!

私たちと一緒に

スウェーデンを発見しよう！

Bienvenue dans l'univers de la
langue française !

フランス語の世界へようこそ！

こんにちは！　歴史、美術、美味しい食文化などの魅力に溢れるイタリアを発見し、一緒にイタリア語を学びましょう。

トルコ語 専攻 P17

スワヒリ語 専攻 P18

フランス語 専攻 P25

ドイツ語 専攻 P23

ロシア語 専攻 P19

イタリア語 専攻 P26

ハンガリー語 専攻 P20

デンマーク語 専攻 P21

ポルトガル語 専攻

スウェーデン語 専攻 P22

Du｠bliver｠kun｠lykkelig,
hvis｠du｠lærer｠dansk!

幸せになるためのデンマーク語！

ザイナブ先生

ポレ先生コヴァーチ･レナータ先生

マーティン先生

ウルフ先生

英語 専攻 P24

 

P28

El español te abrirá las puertas
del mundo hispano.

¡Estudiémoslo juntos!

スペイン語は、あなたにスペイン語圏への
ドアを開けてくれます。 いっしょに勉強しましょう！

スペイン語 専攻 P27

My name is Ashlyn Moehle. I grew up in the 
United States of America, where I became 
interested in foreign languages from a very 
young age. It was at the University of 
California that I had my first encounter with 
Japanese. Here at the School of Foreign 
Studies, I teach classes that help learners 
strengthen and refine their use of English to 
expertly navigate and negotiate in communi-
cative settings. I also lead reading and 
discussion classes that explore language at 

various levels of linguistic analysis, providing a glimpse into the 
dynamic and fascinating nature of a living language like English.

You have spent many years at school studying the English language. Now 
the time has come to start putting your skills to use (and this is the fun 
part!) In the discussion classes at our department, you will have the 
opportunity to learn how to discuss relevant and important issues as 
well as how to persuasively express and defend your own ideas and 
opinions in English. From the third year, you will be able to choose from 
a range of elective courses with a more academic focus. The courses that 
I teach, for example, introduce students to exciting fields such as 
sociolinguistics and political philosophy. Why not join the discussion?

Olá, sejam bem-vindos! Vamos estudar a
língua portuguesa e aprender sobre

culturas luso-brasileiras!
皆さん、ようこそ！一緒にポルトガル語を勉強し、

ポルトガルとブラジルの文化について学びましょう！

Deutschland ‒ Land der Ideen!

ドイツ　－　理念の国

Умом Россию не понять，
Аршином общим не измерить  ：

У ней особенная стать ―
В Россию можно только верить．　

頭では ロシアは理解 できぬもの　共通の 物差しをして 測れぬもの
ロシアには 独自固有の 立ち姿　ロシアとは 信じることしか できぬもの

チュッチェフ（井上幸義訳）

Türkçe sizlere yeni bir dünyanın 

kapılarını aralayacak. Hep birlikte 

Türkçeyi keşfedelim!

トルコ語は貴方に新しい世界を見せてくれます。

一緒に新しい発見をしましょう。

ベルテッリ先生

ナカガワ　マルガリータ先生

アキチ先生

ホフメア先生シピトゥーニナ先生

アクバイ先生

ゼルケ先生

Ф．　Тютчев

メイリー先生
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張　恒悦先生

チョウ　ユミ先生

タイ語を学び、タイの社会と文化を
理解しましょう。

マルグーブ先生

エル・シャルカーウィー先生

レザーイー先生

マリワン先生

トー先生

      

 

Tujifunze Kiswahili!
スワヒリ語を勉強しましょう！

Tanuljunk együtt magyarul!

いっしょにハンガリー語を勉強しましょう！

Upptäck Sverige hos oss!

私たちと一緒に

スウェーデンを発見しよう！

Bienvenue dans l'univers de la
langue française !

フランス語の世界へようこそ！

こんにちは！　歴史、美術、美味しい食文化などの魅力に溢れるイタリアを発見し、一緒にイタリア語を学びましょう。

トルコ語 専攻 P17

スワヒリ語 専攻 P18

フランス語 専攻 P25

ドイツ語 専攻 P23

ロシア語 専攻 P19

イタリア語 専攻 P26

ハンガリー語 専攻 P20

デンマーク語 専攻 P21

ポルトガル語 専攻

スウェーデン語 専攻 P22

Du｠bliver｠kun｠lykkelig,
hvis｠du｠lærer｠dansk!

幸せになるためのデンマーク語！

ザイナブ先生

ポレ先生コヴァーチ･レナータ先生

マーティン先生

ウルフ先生

英語 専攻 P24

 

P28

El español te abrirá las puertas
del mundo hispano.

¡Estudiémoslo juntos!

スペイン語は、あなたにスペイン語圏への
ドアを開けてくれます。 いっしょに勉強しましょう！

スペイン語 専攻 P27

My name is Ashlyn Moehle. I grew up in the 
United States of America, where I became 
interested in foreign languages from a very 
young age. It was at the University of 
California that I had my first encounter with 
Japanese. Here at the School of Foreign 
Studies, I teach classes that help learners 
strengthen and refine their use of English to 
expertly navigate and negotiate in communi-
cative settings. I also lead reading and 
discussion classes that explore language at 

various levels of linguistic analysis, providing a glimpse into the 
dynamic and fascinating nature of a living language like English.

You have spent many years at school studying the English language. Now 
the time has come to start putting your skills to use (and this is the fun 
part!) In the discussion classes at our department, you will have the 
opportunity to learn how to discuss relevant and important issues as 
well as how to persuasively express and defend your own ideas and 
opinions in English. From the third year, you will be able to choose from 
a range of elective courses with a more academic focus. The courses that 
I teach, for example, introduce students to exciting fields such as 
sociolinguistics and political philosophy. Why not join the discussion?

Olá, sejam bem-vindos! Vamos estudar a
língua portuguesa e aprender sobre

culturas luso-brasileiras!
皆さん、ようこそ！一緒にポルトガル語を勉強し、

ポルトガルとブラジルの文化について学びましょう！

Deutschland ‒ Land der Ideen!

ドイツ　－　理念の国

Умом Россию не понять，
Аршином общим не измерить  ：

У ней особенная стать ―
В Россию можно только верить．　

頭では ロシアは理解 できぬもの　共通の 物差しをして 測れぬもの
ロシアには 独自固有の 立ち姿　ロシアとは 信じることしか できぬもの

チュッチェフ（井上幸義訳）

Türkçe sizlere yeni bir dünyanın 

kapılarını aralayacak. Hep birlikte 

Türkçeyi keşfedelim!

トルコ語は貴方に新しい世界を見せてくれます。

一緒に新しい発見をしましょう。

ベルテッリ先生

ナカガワ　マルガリータ先生

アキチ先生

ホフメア先生シピトゥーニナ先生

アクバイ先生

ゼルケ先生

Ф．　Тютчев

メイリー先生
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中国語専攻 朝鮮語専攻
　中国語学習を通じて、中国および中国語圏諸地域の
言語、文化、社会についての高度な知識を得たいと考
え、そのために深い探究心をもって問題にとりくみ、
中国語で積極的に学習や研究の成果を発信することを
目標とするような学生を求めています。

　朝鮮・韓国の言語や文化、社会に関する専門的な知
識を身につけたい人。朝鮮語でコミュニケーションす
る能力を身につけたい人。日本と朝鮮・韓国間の相互
理解を深める架け橋になりたい人。現地でも勉強して
みたい人。

　あなたが大阪大学に入学してまず出会う中国語は、
世界一の13億の人口、世界第3位の広さの国土、56
の民族、それに伴う数十の言語をもつ中国と、世界中
に広がる華人社会の共通語である言語です。
　1年次では、「听」（きく）、「说」（はなす）、「读」（よむ）、
「写」（かく）の各技能を総合的に学び、この言語の
世界に、どっぷり浸かることになります。
　2年次以降は、みなさんの志向次第で、次に挙げる
ような、さまざまな「中国語」を学びつつ、中国のい
ろいろな側面に触れることができます。
　まず、現代中国の言語・文学・歴史・政治・経済・
社会などを学ぶ手段としての中国語。これを学ぶこと
で、前掲の学問分野に対する基礎的な知識が身につく
とともに、あなたの中国語は、より幅広く、知的なも
のになるでしょう。
　また、共通語とはかなり異なった方言である広東語
は、あなたの中国語に対する知識を多角的なものにす
るための、また、独自の歴史・民俗・風土などを知る
ための、最良の足がかりとなってくれるでしょう。
　あるいは、近代から遥か古代へと遡っていく、歴史
的中国語もあります。これを通して、あなたの中国へ
の視点は、時間的な奥行きをもつことでしょう。
　3・4年次では、ゼミに所属します。あなたが「ど
のゼミにしようか」と
悩むとき、あなたは、
きっと、それまで学ん
だ、さまざまな中国語
が、ゼミでの多様な専
門分野の学習に不可欠
であったことを知り、
今までのハードな勉強
は、このためであった
かと達成感を覚えてく
れるものと、わたした
ちは期待しています。

外灘から望む浦東のビル群（上海）

　受験生のみなさんに、朝鮮語専攻の教育課程、学生
の海外留学と卒業後進路について、簡単ではあります
が、案内いたします。
　教育課程の基本的内容は、学年別にみると次のとお
りです。
　1年生と2年生は、朝鮮（南北朝鮮）の言語の習得
が中心です。朝鮮語の音声組織、文法構造、語彙の習
得が朝鮮語実習としておこなわれます。これととも
に、朝鮮の言語文化と、近現代の歴史・社会のそれぞ
れについて、講義があります。3年生と4年生は、朝
鮮語の語学力そのもののさらなる向上のために朝鮮語
演習があります。これと同時に、朝鮮語を基底とした
言語・文化・文学についての講義が進められます。
3・4年生ではさらに言語・文化・文学の演習があり
ます。これらの演習では、学生自身が言語・文化・文
学の中からタイトルとテーマを設定し、学習、研究を
進めます。4年生は、卒業するためには、卒業論文を
作成しなければなりません。
　朝鮮語専攻の学生は、以上のような教育課程を履修
しながら、3、4年生になると海外留学する人が少な
くありません。留学先はさまざまですが、大韓民国が
中心です。留学先大学での修得単位が、本学での修得
単位として認定されることが可能な場合があります。
　学生の卒業後の進路は、朝鮮語専攻の前身である大
阪外国語大学朝鮮語学科以来、多くの卒業生が商社、
販売流通、金融、マスコミ、国際交流、公務員（一般、
教職、外務など）その他各界で活躍しています。この
就職先の傾向はここ数年も基本的に変わっていないよ
うです。卒業生の中には、大学などで研究に携わって
いる人もいます。
　以上が、朝鮮語専攻の教育課程、学生の海外留学と
卒業後進路の概略です。
　受験生のみなさん、朝鮮語専攻に入学されることを
期待しております。

民族の聖山　白頭山（標高2,750m）　山頂の天池（最深部384m）

聖ソフィア教会（ハルピン）

ペクトゥサン チョンジ

私が考える中国語専攻の魅力は、「実践の機会が非常に多い」ということです。
会話の授業はもちろんのこと、この専攻語では、在学中に 3 回（上海・北京・

台湾）海外研修に行けるチャンスがあります。私は 1 年生の時、上海での研修に
参加しましたが、授業で習ったことを使って、一人で買い物ができた時は本当に
うれしかったです。中国と日本は距離的にも近く、飛行機代も高くないので、個
人的に旅行に行く友達も沢山います。

日本を出なくても、中国語を使う機会は沢山あります。大阪大学には非常に多
くの中国人・台湾人留学生が所属しており、キャンパスを歩いているだけで簡単
に出会うことができます。彼らと互いに勉強し合ったり、文化について話したり
するのは、良い刺激となります。

また、中国語劇団という、中国語で
演劇を行う劇団もあります。セリフを
幾度となく練習したり、セリフに合わ
せて効果をつけたりと、中国語の総合
的な力が鍛えられます。また劇によっ
ては歴史背景や、中国人らしいリアク
ションも学べるので、中国文化も知る
ことができます。さらに近年は海外へ
出張公演もしており、昨年は台湾大
学、一昨年は北京大学で公演を行いま
した。

以上のように、中国語専攻には様々
な形で中国語に触れる機会がありま
す。またそれを通して中国の文化も体
感することで、言語だけでなく多角的
に中国を見られることが、中国語専攻
の魅力ではないでしょうか。

私は大阪大学の交換留学制度を利用して現在台湾にある国立台湾大学に留学に
来ています。これを書いている今、五月の半ばなのであと一か月半ほどで日本に
帰ります。

私は一年生の夏休みに台湾に旅行した時にこの大学を知って交換留学を決めま
した。

私の取っているクラスはすべて中国語で開講されていて、初めの方はついてい
くのが大変でした。正直なことを言うと留学が終わりかけている今でも聞き取れ
ない事があります。ですが中国語に囲まれて過ごした約一年で、言語面でもその
他の面でもたくさん成長しました。

台湾大学は台湾一の国立大学で勉強にはもってこいの環境です。また、台湾は
食べ物がおいしくて、特に台北はどこでも地下鉄が通っていて交通の面でも大変
便利ですし、比較的日本人の過ごしやすい場所だと思います。台湾は小さい国で、
政治的にも複雑な事情がありますが親日の方が多いことには変わりありません。
そして、こちらが理解しよう、学ぼう、という姿勢で向き合えば、さらに多くの
ことを学び、台湾の事を好きになることができます。

どれだけ素敵な国でも、旅行と違ってその土地に住むわけですから、壁にぶつ
かることもあります。
たくさん悩んだり泣い
たりしましたが、ここ
での毎日はキラキラ輝
いていましたし、ここ
に来られたことは一生
の財産です。

これから大阪大学で
学ぶ皆さんが世界のど
こかで輝く日々を過ご
せますように！

3年　原田　真歩

4年　西野　伶美
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中国語専攻 朝鮮語専攻
　中国語学習を通じて、中国および中国語圏諸地域の
言語、文化、社会についての高度な知識を得たいと考
え、そのために深い探究心をもって問題にとりくみ、
中国語で積極的に学習や研究の成果を発信することを
目標とするような学生を求めています。

　朝鮮・韓国の言語や文化、社会に関する専門的な知
識を身につけたい人。朝鮮語でコミュニケーションす
る能力を身につけたい人。日本と朝鮮・韓国間の相互
理解を深める架け橋になりたい人。現地でも勉強して
みたい人。

　あなたが大阪大学に入学してまず出会う中国語は、
世界一の13億の人口、世界第3位の広さの国土、56
の民族、それに伴う数十の言語をもつ中国と、世界中
に広がる華人社会の共通語である言語です。
　1年次では、「听」（きく）、「说」（はなす）、「读」（よむ）、
「写」（かく）の各技能を総合的に学び、この言語の
世界に、どっぷり浸かることになります。
　2年次以降は、みなさんの志向次第で、次に挙げる
ような、さまざまな「中国語」を学びつつ、中国のい
ろいろな側面に触れることができます。
　まず、現代中国の言語・文学・歴史・政治・経済・
社会などを学ぶ手段としての中国語。これを学ぶこと
で、前掲の学問分野に対する基礎的な知識が身につく
とともに、あなたの中国語は、より幅広く、知的なも
のになるでしょう。
　また、共通語とはかなり異なった方言である広東語
は、あなたの中国語に対する知識を多角的なものにす
るための、また、独自の歴史・民俗・風土などを知る
ための、最良の足がかりとなってくれるでしょう。
　あるいは、近代から遥か古代へと遡っていく、歴史
的中国語もあります。これを通して、あなたの中国へ
の視点は、時間的な奥行きをもつことでしょう。
　3・4年次では、ゼミに所属します。あなたが「ど
のゼミにしようか」と
悩むとき、あなたは、
きっと、それまで学ん
だ、さまざまな中国語
が、ゼミでの多様な専
門分野の学習に不可欠
であったことを知り、
今までのハードな勉強
は、このためであった
かと達成感を覚えてく
れるものと、わたした
ちは期待しています。

外灘から望む浦東のビル群（上海）

　受験生のみなさんに、朝鮮語専攻の教育課程、学生
の海外留学と卒業後進路について、簡単ではあります
が、案内いたします。
　教育課程の基本的内容は、学年別にみると次のとお
りです。
　1年生と2年生は、朝鮮（南北朝鮮）の言語の習得
が中心です。朝鮮語の音声組織、文法構造、語彙の習
得が朝鮮語実習としておこなわれます。これととも
に、朝鮮の言語文化と、近現代の歴史・社会のそれぞ
れについて、講義があります。3年生と4年生は、朝
鮮語の語学力そのもののさらなる向上のために朝鮮語
演習があります。これと同時に、朝鮮語を基底とした
言語・文化・文学についての講義が進められます。
3・4年生ではさらに言語・文化・文学の演習があり
ます。これらの演習では、学生自身が言語・文化・文
学の中からタイトルとテーマを設定し、学習、研究を
進めます。4年生は、卒業するためには、卒業論文を
作成しなければなりません。
　朝鮮語専攻の学生は、以上のような教育課程を履修
しながら、3、4年生になると海外留学する人が少な
くありません。留学先はさまざまですが、大韓民国が
中心です。留学先大学での修得単位が、本学での修得
単位として認定されることが可能な場合があります。
　学生の卒業後の進路は、朝鮮語専攻の前身である大
阪外国語大学朝鮮語学科以来、多くの卒業生が商社、
販売流通、金融、マスコミ、国際交流、公務員（一般、
教職、外務など）その他各界で活躍しています。この
就職先の傾向はここ数年も基本的に変わっていないよ
うです。卒業生の中には、大学などで研究に携わって
いる人もいます。
　以上が、朝鮮語専攻の教育課程、学生の海外留学と
卒業後進路の概略です。
　受験生のみなさん、朝鮮語専攻に入学されることを
期待しております。

民族の聖山　白頭山（標高2,750m）　山頂の天池（最深部384m）

聖ソフィア教会（ハルピン）

ペクトゥサン チョンジ

안녕하세요 ! 受験生のみなさんこんにちは！突然ですが、朝鮮語がどんな言語か
知っていますか？早くて何言ってるのかわからないと思った人もいるかもしれま
せんが、実は日本語とかなり文法や単語が似ているとても学びやすい言語なんで
す。発音は難しいですが、述語が最後にくるし、読み方が日本語と近い単語も多
くあるので楽しく習得できます。

また、大阪大学は多くの韓国の大学と協定を結んでいて、国際交流が盛んです。
もちろん自分が留学できるチャンスも十分にありますし、仮に留学しないにして
も大阪大学にはたくさんの韓国人留学生が来ているので、交流することができま
す。ちなみに、私は 1 年生の時、タンデム学習プロジェクトというものに参加し
て韓国人の友人ができたことで、もっと韓国について知りたいと思い、学習意欲
も高まったので、積極的に交流していけば勉強も大学生活もどんどん楽しくなっ
ていくと思います。

外国語学部に入ると勉強
が大変だと感じることもあ
りますが、私は楽しいと思
うことの方が多いです。2
年生になってからは朝鮮半
島の歴史や文化など様々な
分野を学べるようになるの
で非常に面白いですし、素
晴らしい先生方に教えても
らえて、かつ国際交流の機
会も多い、本当に恵まれた
環境だと思います。来年朝
鮮語専攻でみなさんとお会
い出来ることを楽しみにし
ています。

2016年3月から10ヶ月間、韓国・ソウル国立大学に留学していました。期待
半分、不安半分で韓国に降り立った日は、現地で記録的な大雪を記録した、まさ
にその日でした。交通機関が乱れ、入寮時刻に間に合わないかもしれないという、
初日からのトラブルで、心が折れそうになったのを覚えています。しかし、そん
な苦い思い出も今では笑い飛ばせる程、韓国では充実した日々を過ごしました。

大学の授業では、韓国語に加え、かねてより関心のあった、国際開発協力、舞
台芸術、宗教などについて学び、知的好奇心が満たされる日々でした。猛烈に勉
強するソウル大生に刺激され、必死に課題をこなす中で、ふと自分の成長を感じ
ることが幾度もありました。

また海外留学の醍醐味の一つに、友達作りがあるかと思います。ソウル大学に
は有名な留学生サークルがあり、大阪大学の先輩方も殆どが所属していたと聞い
ています。韓国に留学したら、
韓国人の友人しか出来ないので
はと思われがちですが、このサー
クルを通して色んな国の友人が
出来ます。旅行やテンプルステ
イなどのイベントを通して、世
界各国の友人とのかけがえのな
い思い出が出来ました。

留学に憧れる一方で、不安が
付き纏うのは自然なことです。
自信の無さから諦めてしまうの
は非常に勿体無いと思います。
大丈夫、現地に行ってしまえば
何とかなります！一度きりの大
学生活、自分の気持ちに正直に、
楽しみ抜いてくださいね。

2年　津田　　瞳

4年　石田　早紀
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　モンゴルの言語と文化に強い関心を持ち、モンゴル
語を習得して、異文化としてのモンゴルの多様性を積
極的に学ぼうとする明確な目的をもった情熱ある人。

　多彩な数百の民族から構成される東南アジア最大の
国家であり、日本とも深い関係を持つインドネシアに
ついて、インドネシア語の習得を基盤としながら、言
語・文化・社会・信仰・歴史などの様々な面から積極
的に学び、理解を深め、その成果を生かして、社会に
貢献していきたい人。

私たちの暮らす東アジアの北に位置するモンゴル国は、1990年代初頭
の民主化以降、日本人にとって非常に身近なアジアの一国となりました。
それまでの社会主義であった時代には考えられないほど、双方の人々の往
来は自由で活発なものとなっています。毎年日本からは、多くの観光客や
メディア関係者らがモンゴルを訪れ、報道や特集も日常的になっていま
す。また、日本では国技とされる相撲界でのモンゴル人力士の活躍も目覚
ましく、連日メディアを賑わせていますが、モンゴル語は、このような私
たちにとって身近なアジアの隣人であるモンゴル国の公用語です。
本学モンゴル語専攻では、そのようなモンゴルについて、その言葉の学
習を通じて、文化や歴史、自然、民俗、宗教、思想、社会、方言など、関
連する様々な方面への理解を深めます。モンゴル語の語順は、日本語と同
じくいわゆるSOV型です。名詞類は日本語の「てにをは」に当たる格変化
を持ち、動詞の活用も基本的に規則変化します。英語などと違い、日本語
の語順で考え話すことができる、非常に学びやすい言語の一つです。文字
は2種類使われています。1つは13世紀にチンギス・ハーンが建てたモン
ゴル帝国以来800年あまりに渡って使われてきた縦書きのモンゴル文字
と、1940年代に新たに導入されたロシア文字基盤のアルファベットです
が、その両方を学びます。日本人スタッフとネイティブによる授業で、
1-2年次には、生きたモンゴル語を基礎からしっかり身につけます。3-4
年次には、学んだそのモンゴル語を生かして、卒業論文の作成等を目指し、
各人の興味ある分野をより突き詰めて研究できるようなカリキュラムに
なっています。
本学での学生生活は、1年次には豊中キャンパスで、2年次以降は箕面
キャンパスで勉強します。大学内では、各種クラブ活動やサークルに参加
したり、在学中に休学して、モンゴルや中国、英語圏などへ留学し、語学
力等の向上を目指す意欲的な学生もいます。
本学モンゴル語専攻は、旧大阪外国語大学モンゴル語科を引き継ぎ、大
阪外国語学校以来九十余年の長きにわたる歴史を持っています。特に作
家、故司馬遼太郎氏の出身としても知られてきましたが、卒業後の進路に
関しては、そういった文筆活動のみならず、大学でのキャリアを生かし、
外務省をはじめJICAや、新聞社などの海外特派員、企業の駐在員といった、
国際舞台に活動の場を見出した人も多くいます。また、教育者となって全
国各地で教鞭をとったり、進学して研究者になったりと様々ですが、就職
状況も例年概して良好です。
皆さん、一緒にモンゴル語を学びましょう。

ゲルと家畜

草原と湖 ラクダとゴビ砂漠 首都ジャカルタ

　インドネシアは約2億4千万人（世界第4位）の人口
をもつ、東南アジアの群島国家です。1945年に独立
を宣言しました。
　インドネシア語は、マレー語を母体として独自の発
展をとげた、インドネシアの国語です。ローマ字で表
記され、文法も難しくないため、今では全国に普及し
ています。一方、インドネシアには数百の地方語があ
り、日常生活においてはインドネシア語と共にそれぞ
れの地方語が使われています。
　広大な国土と多様な民族集団をもつインドネシアに
関して、私たちは何を学ぶことができるでしょうか。
　歴史をひもとけば、ヒンドゥー・イスラム諸王朝の
時代、オランダ植民地時代、日本占領時代、そして独
立後の激動の歴史が私たちを惹きつけます。1998年
の民主化を経て、インドネシアは新しい時代を迎えて
います。
　各地に目を向ければ、多様な文化と社会がありま
す。スマトラ島には母系制で知られるミナンカバウ
人、カリマンタン島には「森の民」といわれるダヤク
人、スラウェシ島にはかつて海洋王国を築いたマカッ
サル人、ニューギニア島にはパプアの人びとがいま
す。また、ジャワ、バリをはじめ、各地の絢爛たる芸術・
文学は多くの人々を魅了し続けています。さらに、現
代の芸術、文学、ポピュラー・カルチャーは同時代を
写す鏡として興味深いものです。
　今日、インドネシア社会は、グローバリゼーション
の波の中で、変化をとげつつあります。経済が急速に
発展する一方で広まった格差の是正、開発と環境のバ
ランス、多宗教・多民族共存などが課題としてあります。
　何を学ぶにせよ、インドネシア語は基礎となりま
す。しっかりと言葉を学び、本当のインドネシアに触
れる旅に出かけましょう。広く、大きく、多様なイン
ドネシアは、私たちに多くの生きる手がかりを与えて
くれるでしょう。

アチェの中央モスク

モンゴル語専攻 インドネシア語専攻

インドネシアの子供達

初めまして。モンゴル語専攻について、少し紹介します。
モンゴル語を書く際に使用される文字には、モンゴル文字とキリル文字の二種

類があり、本専攻の授業ではどちらも勉強することができます。モンゴル語で使
用されるキリル文字とロシア語のキリル文字は、似ているのですが、文字の発音は、
ロシア語とは若干の違いがあります。本専攻の授業で使用される3冊の教科書（『初
級モンゴル語』、『初級モンゴル語練習問題集』、『モンゴル語ことわざ用法辞典』
の 3 冊で、学外の方でも購入できます。）のおかげで、1・2 回生の間にモンゴル
語の基礎を固めることができました。本専攻では、この教科書を使用しているので、
綺麗なモンゴル語を学ぶことができます。

私は、モンゴル国で 2 度年を
越すという貴重な経験をしまし
た。冬は、マイナス 20 度くらい
にもなり、血も凍るような寒さ
とはこのことかと実感しました
が、モンゴル語を話せたおかげ
で、モンゴルの方々の温かい心
に触れることができました。

モンゴル国の方には、モンゴ
ル語を外国人が話すととても喜
ぶ方が多くいらっしゃいます。
私もモンゴル語を勉強したおか
げで、多くのモンゴル人の方々
と楽しい時間を過ごすことがで
きました。皆さん是非、モンゴ
ル語という言語を学んでみてく
ださい。

モンゴルの気候は驚きの連続です。カラッとして快適な夏は短くあっと言う間
に秋が過ぎ、朝晩はマイナス 30 度まで冷え込む長く厳しい冬が続きます。やっと
冬が終わったと思ったら春は春で猛烈な砂嵐が起きたり 5 月なのに雪が降ったり
と、実に変化に富んでおり非常に面白いです。

私は 3 年生の 8 月から交換留学生としてモンゴル国立大学で学んでいます。平
日は朝7時半から11時まで授業を受け、午後はザハ（市場）で買い物をしたり馬
頭琴の練習をしたりしています。また、日本語学校でモンゴル人の若者たちに日
本語を教えています。夜は宿題をしながらルームメイトのモンゴル人と何時間も
語り合うなど、とても楽しい日々を送っています。休日は首都ウランバートルを
離れ田舎でヤギを追いかけ回して毛刈りをし、冬は凍りついた大きな湖の上を犬
ぞりで滑り、夏は馬に乗って草原を駆け抜けました。また長期休暇中は鉄道に乗り、
ゴビ砂漠に在る友人たちの故郷を訪
ねてモンゴル、内モンゴルの旧正月
を祝うなど、ここにはすべて書き表
せられない程、人生初の心躍る経験
をたくさんしました。もちろん苦い
経験も数多くあり何度も心が折れそ
うになりましたが、その度に様々な
人に支えられ乗り越えてきました。
留学で得るすべての経験は、自分が
将来力強く生きるための糧になると
私は信じています。

みなさんも私のように楽しく逞し
く、充実した 1 年をこの魅力たっ
ぷりのモンゴルで過ごしてみません
か？

4年　西村 僚之佑

4年　小田　愛美
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　モンゴルの言語と文化に強い関心を持ち、モンゴル
語を習得して、異文化としてのモンゴルの多様性を積
極的に学ぼうとする明確な目的をもった情熱ある人。

　多彩な数百の民族から構成される東南アジア最大の
国家であり、日本とも深い関係を持つインドネシアに
ついて、インドネシア語の習得を基盤としながら、言
語・文化・社会・信仰・歴史などの様々な面から積極
的に学び、理解を深め、その成果を生かして、社会に
貢献していきたい人。

私たちの暮らす東アジアの北に位置するモンゴル国は、1990年代初頭
の民主化以降、日本人にとって非常に身近なアジアの一国となりました。
それまでの社会主義であった時代には考えられないほど、双方の人々の往
来は自由で活発なものとなっています。毎年日本からは、多くの観光客や
メディア関係者らがモンゴルを訪れ、報道や特集も日常的になっていま
す。また、日本では国技とされる相撲界でのモンゴル人力士の活躍も目覚
ましく、連日メディアを賑わせていますが、モンゴル語は、このような私
たちにとって身近なアジアの隣人であるモンゴル国の公用語です。
本学モンゴル語専攻では、そのようなモンゴルについて、その言葉の学
習を通じて、文化や歴史、自然、民俗、宗教、思想、社会、方言など、関
連する様々な方面への理解を深めます。モンゴル語の語順は、日本語と同
じくいわゆるSOV型です。名詞類は日本語の「てにをは」に当たる格変化
を持ち、動詞の活用も基本的に規則変化します。英語などと違い、日本語
の語順で考え話すことができる、非常に学びやすい言語の一つです。文字
は2種類使われています。1つは13世紀にチンギス・ハーンが建てたモン
ゴル帝国以来800年あまりに渡って使われてきた縦書きのモンゴル文字
と、1940年代に新たに導入されたロシア文字基盤のアルファベットです
が、その両方を学びます。日本人スタッフとネイティブによる授業で、
1-2年次には、生きたモンゴル語を基礎からしっかり身につけます。3-4
年次には、学んだそのモンゴル語を生かして、卒業論文の作成等を目指し、
各人の興味ある分野をより突き詰めて研究できるようなカリキュラムに
なっています。
本学での学生生活は、1年次には豊中キャンパスで、2年次以降は箕面
キャンパスで勉強します。大学内では、各種クラブ活動やサークルに参加
したり、在学中に休学して、モンゴルや中国、英語圏などへ留学し、語学
力等の向上を目指す意欲的な学生もいます。
本学モンゴル語専攻は、旧大阪外国語大学モンゴル語科を引き継ぎ、大
阪外国語学校以来九十余年の長きにわたる歴史を持っています。特に作
家、故司馬遼太郎氏の出身としても知られてきましたが、卒業後の進路に
関しては、そういった文筆活動のみならず、大学でのキャリアを生かし、
外務省をはじめJICAや、新聞社などの海外特派員、企業の駐在員といった、
国際舞台に活動の場を見出した人も多くいます。また、教育者となって全
国各地で教鞭をとったり、進学して研究者になったりと様々ですが、就職
状況も例年概して良好です。
皆さん、一緒にモンゴル語を学びましょう。

ゲルと家畜

草原と湖 ラクダとゴビ砂漠 首都ジャカルタ

　インドネシアは約2億4千万人（世界第4位）の人口
をもつ、東南アジアの群島国家です。1945年に独立
を宣言しました。
　インドネシア語は、マレー語を母体として独自の発
展をとげた、インドネシアの国語です。ローマ字で表
記され、文法も難しくないため、今では全国に普及し
ています。一方、インドネシアには数百の地方語があ
り、日常生活においてはインドネシア語と共にそれぞ
れの地方語が使われています。
　広大な国土と多様な民族集団をもつインドネシアに
関して、私たちは何を学ぶことができるでしょうか。
　歴史をひもとけば、ヒンドゥー・イスラム諸王朝の
時代、オランダ植民地時代、日本占領時代、そして独
立後の激動の歴史が私たちを惹きつけます。1998年
の民主化を経て、インドネシアは新しい時代を迎えて
います。
　各地に目を向ければ、多様な文化と社会がありま
す。スマトラ島には母系制で知られるミナンカバウ
人、カリマンタン島には「森の民」といわれるダヤク
人、スラウェシ島にはかつて海洋王国を築いたマカッ
サル人、ニューギニア島にはパプアの人びとがいま
す。また、ジャワ、バリをはじめ、各地の絢爛たる芸術・
文学は多くの人々を魅了し続けています。さらに、現
代の芸術、文学、ポピュラー・カルチャーは同時代を
写す鏡として興味深いものです。
　今日、インドネシア社会は、グローバリゼーション
の波の中で、変化をとげつつあります。経済が急速に
発展する一方で広まった格差の是正、開発と環境のバ
ランス、多宗教・多民族共存などが課題としてあります。
　何を学ぶにせよ、インドネシア語は基礎となりま
す。しっかりと言葉を学び、本当のインドネシアに触
れる旅に出かけましょう。広く、大きく、多様なイン
ドネシアは、私たちに多くの生きる手がかりを与えて
くれるでしょう。

アチェの中央モスク

モンゴル語専攻 インドネシア語専攻

インドネシアの子供達

日本にインドネシア語が話せる大学生は一体どのくらいいるでしょうか？僕も
分かりませんが、きっと少ないでしょう。しかしインドネシアが人口を増し、経
済を発展させていく中で日本との関わりは一層増えています。インドネシア語は
これからの時代必要とされる言語の一つでしょう。実用性もありますが、単純に
インドネシア語を学ぶのはとっても楽しいですよ！インドネシア語の特徴として
は、まず文字に関してはアルファベットなので特に苦労はしません。発音も基本
的には書かれている文字をそのまま読みます。manusiaと書けばマヌシアと読む、
kakilimaと書けばカキリマと読む、このような感じです。ですので、日本人にとっ
ては比較的易しいと思います。文法もいくつかの基本的なルールがありますが、
色々と覚えるというよりは書いたり
話していくうちに自然に慣れていく
ことができると思います。個人的に
インドネシア語で好きなところは語
尾にニャという接尾辞がよくつくと
ころです。いつもにゃーにゃー言い
ながらインドネシア語を話していま
す（笑）

インドネシアは物価も安く比較的
訪れやすいですし、日本にもたくさ
んインドネシア人がいます。「日本
から来ました。インドネシア語を勉
強しています。」というとインドネ
シア人はみーんな喜んで話しかけて
くれます。自分が新しく身につけた
言語でコミュニケーションができた
ときはめちゃくちゃテンション上が
りますよ！

海外  foreign 外国  留学  英語  旅  abroad  異文化  international  asing …
これを手に取ってくれたあなたは、きっとこんな単語に心躍る人ではないでしょ

うか！ちなみに最後の単語は私の専攻語、インドネシア語です。
1年生で言語をメインに、2年生ではさらに政治や経済、宗教や芸術を学ぶ中で、

私はインドネシアの途方もない多様性に魅せられました。東西の長さはアメリカ
と同じ距離、1 万 8000 の島国国家。国内では 300 以上の異なる民族と 700 以
上の異なる言語が、なお生きているというのです。座学だけではなく、実践的な
学習もしました。学内でインドネシア人の友人とインドネシア語でしゃべったり、
教授がインドネシアへスタディツアーとして連れて行ってくれたりしました。

2 年生の冬、私は留学を決めました。「なんとなく」選んだ国に。理由は 2 つあ
りました。まず自分が生まれた日本とは全く異なる多様性あふれる国を、自分自
身の五感で経験したかったから。そして、旅行者としてではなく現地の方と少し
でも同じ目線で「住む」ことで、インドネシア人の思考や考え方を知りたいと考
えたから。

結果として私は 1 年間インドネシアに留学しました。日本人に対する偏見に悔
しさをかみしめたり、ネズミと追いかけっこしたり、友達にふざけて辛いソース
を食べさせられ号泣した
り（ソースのせい）。い
いことばかりではありま
せんでしたが、最高に楽
しく刺激的な 1 年間でし
た。
“asing”とは何なの

か、探りたい人が全力で
楽しみ学べる環境がここ
にはあります。

3年　柴田　拓真

4年　水野　愛理
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　フィリピンの人・ことば・文化に関する研究テーマ
を多様な学問的視点から考え、それを自らのことばで
表現し、私たちが暮らす市民社会に向けて積極的に発
信したいと思っている人。研究テーマを深めるため
に、フィリピン語の言語能力を高める努力を惜しまな
い人。

　タイ語による実践的コミュニケーションの能力を養
い、かつそれを基礎にタイの社会的文化的ダイナミズ
ムに対する深い洞察力を身につけたいと考える人。

　フィリピン・マニラ首都圏のオフィス街の一角にあ
る大きな教会と巨大な聖母マリア像。300年ものスペ
イン支配、その後数十年アメリカの統治により、欧米
のキリスト教と自由主義を支えにした、グローバルな
性格の強いフィリピンのシンボル、なのでしょうか。
だからいま年率5％を超える順調な経済成長を持続さ
せ、世界中に優秀な労働力を送り出し、また新たな英
語留学先として人気を集めている？
　フィリピンの歴史経験はもっと複雑です。多文化の
社会なのに、外国の支配によって外来語である英語で
無理にひとつにされ、一握りのエリート層が特権を握
る社会とされ、様々の社会対立を経験してきました。
欧米文化へのなじみはグローバル化の進む中で有利で
はあり、特に多くの人々が海外に出稼ぎに行きました
が、結局海外で頼りになるのは同国人であり、そこで
心を通い合わせられる言葉は、英語よりも、タガログ
語を元に国語として教えられるようになったフィリピ
ン語でした。グローバル化の中でフィリピンは苦し
み、その中で英語に熟達すると共に、自分たちの言葉
であるフィリピン語を熟成普及させていったのです。
　30年ほど前、この教会が現在立っている地域に多
くの人々が集い、非暴力による独裁政権の交代を求め
ました。教会の呼びかけとビジネス界の後援もありま
したが、政権に立ち向かう勇気を奮った普通の人たち
が、フィリピン語で励まし合って祖国の変革のために
立ち上がったのが、この教会とアジア人の風貌を持っ
た聖母像が記念しているこの場所です。
　グローバル化の中でこそ、自分たちの言葉を確立し
つつあるフィリピン。その国語の魅力をぜひ一緒に学
んでみませんか。

オフィス街の聖母マリア像

タイといえば稲作・象・ムエタイ・仏教寺院という
イメージを持つ人が多いと思いますが、現在のタイ国
は、農林漁業就労者の人口が全就労人口の50％を割
り、工業化とサービス産業を中心とした経済成長を遂
げている「中進国」です。このようなタイの経済発展・
工業化にもっとも深く係わっている国の一つが日本で
す。たとえば、タイの自動車産業は東南アジアの中心
的役割を担っていますが、日本の大手自動車・自動車
部品メーカーがそれを支えています。
タイは、豊かな自然環境、開放的で自由な雰囲気、
安定した社会体制、物価の安さなど、外国人にとって
も大変居心地の良い国であり、タイを訪れる日本人観
光客は年間約100万人、長期滞在をする日本人の数は
6万4千人（大使館の在留届）にのぼり、短期滞在ビ
ザで滞在する人を含めると、10万人ちかくの日本人
がタイで生活しています。また近年訪日タイ人観光客
数が急増しており、2016年には約90万人のタイ人
が日本を訪れました。日本国内には留学生を含むタイ
人長期滞在者が4万5千人います。このように、日本
とタイは経済的な面に加え、人的交流の上でも大変密
接な関係を築いています。
60年数年の歴史を持つタイ語専攻の卒業生は様々
な分野で活躍していますが、特に、日タイ間の架け橋
として活躍している人材が多数輩出しています。タイ
国内で活躍している卒業生も多く、バンコクの同窓会
の活動は非常に活発です。
タイ語専攻では、タイ語の運用能力を養いながら、
タイについての総合的な知識を学ぶためのカリキュラ
ムを組んでいます。1・2年次にタイ語の基礎を学び、
その上で3・4年次にはタイの言語、社会・文化、政治・
経済、文学、歴史について専門的に学べるようになっ
ています。
また、交換留学の協定を結んでいる大学が多いの
で、3・4年次にタイの大学に留学する学生も多数い
ます。外国語学部をはじめ、大阪大学に留学している
タイ人留学生との交流も盛んで、授業だけではなく、
キャンパスライフの中でタイの人と接する機会も多い
のも特徴です。

フィリピン語専攻 タイ語専攻
Magandang hapon!! こんにちは！突然ですが、皆さんはフィリピン語につい

てどんな印象をお持ちですか？あまり馴染みがない、という方が多いかもしれま
せん。あるいは、フィリピンでは英語が話されている、というイメージの方が強
いかもしれません。確かに、英語はフィリピン人の生活に深く根付いていますが、
あくまで外国語の 1 つであり、フィリピン人を理解し、親しみを持って接するた
めにはフィリピン語は必要不可欠です。また 2016 年末時点で在日フィリピン人
は23万人を超えており、中国人、韓国人に次いで3番目の数となっています。フィ
リピン語の重要性が増している時代なのです。

フィリピン語は文字がアルファベットであり、発音もローマ字読みのものが多
く、比較的学びやすい言語です。また、様々な言語の語彙を取り入れ、今なお成
長し続けている興味深い言語でもあります。フィリピン語の学習を通して、フィ
リピンの歴史や社会、文化について新たな魅力を見出すことができます。その魅
力に惹かれ、毎年多くの人が旅行・留学でフィリピンに足を運びます。

最後に、フィリピン語専攻は1学年約15人という少人数であるため、クラスメ
イトだけでなく、先輩後輩や先生方との距離の近さが魅力です。また、夏まつり
でフィリピン料理を販
売したり、語劇祭では
フィリピン語劇を演じ
たり、充実した学生生
活を送ることができま
す。

ぜひ皆さん、私たち
と一緒にフィリピン語
を学びませんか？

私は 2015 年 8 月から 1 年間フィリピン大学に留学しました。フィリピンに留
学することを決めた理由は、大学に入ってから毎日勉強してきたフィリピン語を
使って現地のフィリピン人とコミュニケーションをとりたいと思ったことと、ずっ
と苦手だった英語も克服したいと思ったからです。

まず、フィリピン大学では主にフィリピン語、英語といった語学の授業のほか
にもずっと興味があった教育学の授業も受けました。日本では大学で外国語や他
国の文化を中心に勉強していた私にとって、他学部の授業を受けることができた
のは貴重な経験でした。課題の多さにも苦労しましたが、その分多くの知識を身
につけることができました。大学の空き時間に語学学校も同時に通っていました。
これは現地の物価が日本円に比べて安いからこそできたことで、マンツーマンの
授業を安価で受講することができるのはフィリピン留学の特徴とも言えます。

長期休暇では、友達と一緒にいろんな場所に訪れました。フィリピンといえば
やはりビーチ！本当にきれいな海は何度見ても感動します。また多くの友達に恵
まれ、休日は彼らと共に時間を過ごすことで語学の勉強にもなり、彼らからフィ
リピンについて多くのことを教えてもらいました。

ホストファミリーに
も恵まれ、私の留学生
活は本当に人との出会
いに溢れ、自分自身を
大きく変えてくれまし
た。フィリピンだから
こそできる多くの経験
を皆さんも体験してみ
ませんか！？

3年　久留須 健一郎

4年　山本　陽葉
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　フィリピンの人・ことば・文化に関する研究テーマ
を多様な学問的視点から考え、それを自らのことばで
表現し、私たちが暮らす市民社会に向けて積極的に発
信したいと思っている人。研究テーマを深めるため
に、フィリピン語の言語能力を高める努力を惜しまな
い人。

　タイ語による実践的コミュニケーションの能力を養
い、かつそれを基礎にタイの社会的文化的ダイナミズ
ムに対する深い洞察力を身につけたいと考える人。

　フィリピン・マニラ首都圏のオフィス街の一角にあ
る大きな教会と巨大な聖母マリア像。300年ものスペ
イン支配、その後数十年アメリカの統治により、欧米
のキリスト教と自由主義を支えにした、グローバルな
性格の強いフィリピンのシンボル、なのでしょうか。
だからいま年率5％を超える順調な経済成長を持続さ
せ、世界中に優秀な労働力を送り出し、また新たな英
語留学先として人気を集めている？
　フィリピンの歴史経験はもっと複雑です。多文化の
社会なのに、外国の支配によって外来語である英語で
無理にひとつにされ、一握りのエリート層が特権を握
る社会とされ、様々の社会対立を経験してきました。
欧米文化へのなじみはグローバル化の進む中で有利で
はあり、特に多くの人々が海外に出稼ぎに行きました
が、結局海外で頼りになるのは同国人であり、そこで
心を通い合わせられる言葉は、英語よりも、タガログ
語を元に国語として教えられるようになったフィリピ
ン語でした。グローバル化の中でフィリピンは苦し
み、その中で英語に熟達すると共に、自分たちの言葉
であるフィリピン語を熟成普及させていったのです。
　30年ほど前、この教会が現在立っている地域に多
くの人々が集い、非暴力による独裁政権の交代を求め
ました。教会の呼びかけとビジネス界の後援もありま
したが、政権に立ち向かう勇気を奮った普通の人たち
が、フィリピン語で励まし合って祖国の変革のために
立ち上がったのが、この教会とアジア人の風貌を持っ
た聖母像が記念しているこの場所です。
　グローバル化の中でこそ、自分たちの言葉を確立し
つつあるフィリピン。その国語の魅力をぜひ一緒に学
んでみませんか。

オフィス街の聖母マリア像

タイといえば稲作・象・ムエタイ・仏教寺院という
イメージを持つ人が多いと思いますが、現在のタイ国
は、農林漁業就労者の人口が全就労人口の50％を割
り、工業化とサービス産業を中心とした経済成長を遂
げている「中進国」です。このようなタイの経済発展・
工業化にもっとも深く係わっている国の一つが日本で
す。たとえば、タイの自動車産業は東南アジアの中心
的役割を担っていますが、日本の大手自動車・自動車
部品メーカーがそれを支えています。
タイは、豊かな自然環境、開放的で自由な雰囲気、
安定した社会体制、物価の安さなど、外国人にとって
も大変居心地の良い国であり、タイを訪れる日本人観
光客は年間約100万人、長期滞在をする日本人の数は
6万4千人（大使館の在留届）にのぼり、短期滞在ビ
ザで滞在する人を含めると、10万人ちかくの日本人
がタイで生活しています。また近年訪日タイ人観光客
数が急増しており、2016年には約90万人のタイ人
が日本を訪れました。日本国内には留学生を含むタイ
人長期滞在者が4万5千人います。このように、日本
とタイは経済的な面に加え、人的交流の上でも大変密
接な関係を築いています。
60年数年の歴史を持つタイ語専攻の卒業生は様々
な分野で活躍していますが、特に、日タイ間の架け橋
として活躍している人材が多数輩出しています。タイ
国内で活躍している卒業生も多く、バンコクの同窓会
の活動は非常に活発です。
タイ語専攻では、タイ語の運用能力を養いながら、
タイについての総合的な知識を学ぶためのカリキュラ
ムを組んでいます。1・2年次にタイ語の基礎を学び、
その上で3・4年次にはタイの言語、社会・文化、政治・
経済、文学、歴史について専門的に学べるようになっ
ています。
また、交換留学の協定を結んでいる大学が多いの
で、3・4年次にタイの大学に留学する学生も多数い
ます。外国語学部をはじめ、大阪大学に留学している
タイ人留学生との交流も盛んで、授業だけではなく、
キャンパスライフの中でタイの人と接する機会も多い
のも特徴です。

フィリピン語専攻 タイ語専攻
「タイ語を選んで本当に良かった。」知らず知らずのうちにタイ語の魅力に引き

込まれ、「タイ語が大好きだ。」と言えるまでに至ったのは、かけがえのない様々
な出会いに恵まれたからではないかと思います。

私は、言語学習の醍醐味というものは単に単語や文法を覚えて話せるようにな
ることだけではないと考えています。もちろん、日々新しい単語に出会い、その
度に辞書を引き、「この単語はこういう意味なのか！」という発見の繰り返しも、
なかなか面白いものです。しかしながら、それだけに止まりません。言語を勉強
することで、その言葉が話されている国や地域の文化や社会、あるいは歴史につ
いての深い知識を得ることができます。私は、そうした知識の獲得の積み重ねが、
果ては多くの人々との出会いに繋がると信じています。こうして出会ったあらゆ
る人々の考え方やものの見方は、立ち止まって自身のそれを顧みる機会を与えて
くれるのです。

タイ語専攻を選んでいただければ、そうした機会がたくさん待っています。面
倒見が良く、非常に熱心にご指導して下さる先生方、毎日共に過ごす同回生の仲間、
そして先輩と後輩。さらに
は毎年留学にやってくる多
くのタイ人の留学生。タイ
語専攻の縦と横の繋がりは
非常に強いもので、勉強や
留学、就職に関する相談は
もちろんのこと、食堂など
で他愛もない話をして楽し
んだりご飯を食べに出掛け
たり。これほど仲の良い専
攻は他にないのではないか
なと思います。

私は 3 年生の 8 月から 5 か月間、タイに留学しました。私が通ったタマサート
大学ランシットキャンパスは、広大な敷地と豊かな自然が魅力です。日中は韓国
や中国の留学生とともにタイ語で授業を受け、放課後にはタイ人学生とクラブ活
動をしたり、市場で買い物をしたりしました。

タイでの生活は想像の何倍も新鮮で、楽しいものでした。街には家々に交じっ
て荘厳な寺院や祠が建てられ、たくさんの供え物であふれています。夜になると、
歩道や広場には所せましと屋台が並び、人々の活気を感じさせました。色鮮やか
に飾り付けた灯篭を流し、川の神様に感謝を捧げるローイクラトン祭りや、街じゅ
うに装飾が施され、国民全員が国王のイメージカラーをまとって祝う国王陛下誕
生日など、タイならではのイベントも体験することができ、その雰囲気を肌で感
じることができました。

勉強面では、最初はタイ語でのコミュニケーションがうまくいかず、憂鬱にな
ることもありました。そんな時いつも私を励ましてくれたのが友人や先生の「マ
イペンライ（大丈夫、気にしなくていいよ。）」という言葉です。タイの方々のお
おらかさを表すようなこの言葉のおかげで、現地でのボランティアや通訳の仕事
など、新しいことにぶ
つかっていく勇気をも
つことができました。

この留学を通して、
大学で学んだことを単
なる「知識」ではなく、
実際に見て触れた「経
験」として身につけら
れたことが、最大の成
果だったと感じていま
す。

3年　北峯　英恵

4年　小川　真奈
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　ベトナムに強い関心を持ち、ベトナムの言語と文化
の学習に意欲的な人。そして、学んだことを活かして、
国際的な仕事に就きたい人。

　異言語を学ぶことは異文化を体験することです。ビル
マ語の勉強を通して、ミャンマーの土地に育まれた人々
の生活やものの考え方に触れ、異文化について深く考え
てみたい人を歓迎します。

　ベトナム社会主義共和国は東南アジア大陸部の中で9270
万人という多数の人口を誇り、急速な経済成長を遂げる文字通
り「元気」な国の代表です。そして我がベトナム語専攻は、大
阪外国語大学時代の古き良き伝統を維持しつつ、新しい時代に
向かって進化を遂げ続ける、本国に負けない「元気」な専攻の
一つです。
　古き良き伝統とは、まず「大家族ベトナム　Dai gia dinh 
Viet Nam」を正に体現する専攻内の結束の強さです。これは
ベトナム戦争を勝ち抜いたベトナム民族の結束とその力強さ
を誰もが学ぼうとする気持ちの現れともとれます。ベトナム人
留学生と日本人学生とが肩を寄せ合って一緒に勉学する姿も
ベトナム語専攻の特徴の一つです。初級・中級を終えた3・4
年生の授業では、ベトナム人と日本人が一緒に参加する授業が
いくつかあります。そこでは、互いにベトナム語で議論する光
景がしばしば見られます。日本にいながら常にベトナムを感じ
つつ、ベトナムの良さを学ぼうとする学生で溢れています。ま
た、ベトナムの誇る「孝客hieu khach」（客をもてなす）文化
もちゃんとここにはあります。分け隔てなく客人をもてなす上
級生達が、皆さん新入生を心から手厚く歓迎してくれることで
しょう。
　ところで、ベトナムと日本の関係は意外と古く「天の原ふり
さけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも」の歌でお馴染み
の阿倍仲麻呂の時代にさかのぼります。中国で科挙の試験に合
格し官僚となった仲麻呂は、当時安南都護府と呼ばれた地に趣
きます。そこは取りも直さず今のベトナムの首都ハノイの辺り
だと言われています。今のベトナムに目を向けても、箸や爪楊
枝を使い、米を主食とする食文化、かつては漢字を使った歴史、
誰もが認める「勤勉さ」に加えて、日本語の敬語にも通ずる相
手を気遣う言葉使い、昔どこかで見かけた様な田園風景など、
我々日本人が自分のルーツを探ろうとする時、一度はそこに立
ち止まりたくなることばかりです。「水を飲んで源を思う
Uong nuoc nho nguon.」日本人として知るべきことの多く
を教えてくれる大切な国です。
　「家に入っては俗に随えNhap gia tuy tuc」ベトナムに興
味のある人はもちろん、選択に迷っている諸君も、まずはここ
に身を置いて、その空気を思う存分吸ってみて下さい。必ずや
有意義な学生生活が待っていることを約束します。
　最後に言い忘れましたが、ベトナム語専攻では女性陣の声が
大きく逞しいことも彼国と同じです。「一に奥さん、二に神さ
んNhat vo, Nhi troi」男性諸君、負けずに頑張ってください。

「おもしろい文字ですね」
「目の検査のようですね」
　検眼表の円い図形や知恵の環を思い起こさせるユー
モラスなビルマ文字で書かれたビルマ語は、ミャンマー
連邦（1989年対外的な英語呼称BurmaをMyanmar
に変更）の公用語であり、5,141万（2014年）国民
の共通語（母語人口はその4分の3強）です。
　ビ ル マ 語 の 最 古 の 文 献 は 通 称 ミ ャ ゼ デ ィ 碑 文
（1112年）で、四面体の石柱にバガン朝のチャンシッ
ター王の遺徳を讃えた顕彰碑がモン語・パーリ語・
ピュー語・ビルマ語の4つの言語で刻されています。
今では死語となったピュー語が含まれていることか
ら、この碑文は「ビルマのロゼッタ石」と呼ばれたこ
とがあります。
　ビルマ語の話し手の社会は、インド文明とシナ文明
の影響を受けた点で、また、稲作文化を基調とする点
で、東南アジアのほかの地域との共通性をもっていま
す。宗教的には、南伝上座部仏教を信仰する人たちの
社会と、社会規範や価値観を共有しています。さらに
は、少数民族との接触による文化の相互作用も、東南
アジア大陸部に共通にみられる現象です。こういった
関心は、遠く北方の雲南・貴州の地の人々の文化にも
私たちを

いざな

誘 ってくれるでしょう。
　ビルマ語を専攻言語として選ぶ人たちは、当然のこ
とながら、まず、ビルマ語の運用能力を身につけるこ
とが求められます。そして、その背後にある基層文化
を言語・文化・社会の各面にわたって、総合的に学ぶ
ことになります。また、関連する言語として、チベッ
ト語のほか、カレン語など少数民族の言語も学ぶこと
ができます。

（注：「ビルマ」という地名は、
幕末の地理書で、

みつくりしょうご

箕作省吾 の
『

こ ん よ ず し き

坤輿図識』（1845年）にみえ
る「毘爾満」を嚆矢とするよう
である。－平田由美氏の教示に
よる）

あるお寺の境内で出会った子どもたち
（モン州モーラミャイン市、2003年2月）

ミャゼディ碑文
（バガン博物館蔵のＡ碑文）

ベトナム語専攻 ビルマ語専攻
皆さん、こんにちは！
最近多くのメディアでベトナムのことが取り上げられるようになり、皆さんに

とってベトナムは馴染みのある国になってきたかと思いますが、実際にベトナム
は日本人にとって馴染みやすい国です。例えば主食が米であること、敬語のよう
な言葉遣い、また漢字由来の言葉が多いことなどです。

そんなベトナム語専攻の大きな特徴を二つ紹介したいと思います。
まず一つ目は、一年生の夏休みにある、三週間のベトナム研修です。約五か月

間学んだだけベトナム語を、現地の空気と匂いの中で耳にし、また話すことは、
これ以降のベトナム語学習の大きなモチベーションになっていると感じます。実
際に僕も、買い物や食堂での注文の際、拙いベトナム語を必死に使い、伝わる喜び、
うまく伝わらない悔しさを経験しました。

また二つ目は、卒業論文をベトナム語で書くということです。
ベトナム語専攻は、自らの専攻語を使って卒業論文を書く、という珍しい専攻

です。「きつそう…」と感じるかもしれませんが、しっかりと書けるよう先生方の
愛のある指導が受けられます。またこれを書き上げることは、高度なベトナム語
能力の獲得だけではなく、書き上げる根性、粘り強さまで手に入れることができ
ます。そういった点は将
来にわたっての力になり
ます。

こうした専攻のイベン
トはもちろんですが、ベ
トナムを学ぶことそれ自
体が面白いことの連続で
す！ぜひ、一緒にベトナ
ム語を勉強しましょう！

私は去年一年間ベトナムの首都ハノイで留学をしました。留学中は、授業はも
ちろん大家さんとの会話から買い物に至るまで全てベトナム語。ベトナム語は声
調のあるメロディー性に溢れた美しい言語ですが、それに影響され相手の話がよ
く分からず、留学早々完全に自信を失いました。ですが、ベトナム人の友達の「誰
も春香の間違いなんか気にしないよ」という言葉で吹っ切れて、もう間違えても
いいや、という緩い気持ちで友達と沢山遊びに行くようにしました。日本人の私
一人でベトナムの人々と山奥までボランティアに行ったり、結婚式に参加したり、
ベトナム人の友達と旅行に行ったり。中でも沢山の友達の実家に遊びに行かせて
もらい、お正月も一週間くらい友達の家で過ごさせてもらったのは強烈な思い出
です。日本人としては外国人を実家に招くというのは中々難しいことだと思うの
ですが、ベトナムの人々は誰でも
すぐに誘ってくれます。友達の家
族皆に自分の名前を呼んでもらい、
一緒に円になって座り、同じご飯
を食べ、ベトナム語で話す。外国
人の私を家族同然にここまで温か
く迎え入れてくれるのかと感動し
ました。帰国が近づくと帰りたく
なくてよく泣きました。ベトナム
の人々の温かさ、奥深い文化、美
味しい料理、美しいベトナム語に
どっぷりつかった一年でした。

みなさんもベトナム語でベトナ
ムに飛び込みませんか！きっと日
本とは違う、ベトナムならではの
新しく温かな世界が待っています。

2年　森本　大聖

4年　芦田　春香
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　ベトナムに強い関心を持ち、ベトナムの言語と文化
の学習に意欲的な人。そして、学んだことを活かして、
国際的な仕事に就きたい人。

　異言語を学ぶことは異文化を体験することです。ビル
マ語の勉強を通して、ミャンマーの土地に育まれた人々
の生活やものの考え方に触れ、異文化について深く考え
てみたい人を歓迎します。

　ベトナム社会主義共和国は東南アジア大陸部の中で9270
万人という多数の人口を誇り、急速な経済成長を遂げる文字通
り「元気」な国の代表です。そして我がベトナム語専攻は、大
阪外国語大学時代の古き良き伝統を維持しつつ、新しい時代に
向かって進化を遂げ続ける、本国に負けない「元気」な専攻の
一つです。
　古き良き伝統とは、まず「大家族ベトナム　Dai gia dinh 
Viet Nam」を正に体現する専攻内の結束の強さです。これは
ベトナム戦争を勝ち抜いたベトナム民族の結束とその力強さ
を誰もが学ぼうとする気持ちの現れともとれます。ベトナム人
留学生と日本人学生とが肩を寄せ合って一緒に勉学する姿も
ベトナム語専攻の特徴の一つです。初級・中級を終えた3・4
年生の授業では、ベトナム人と日本人が一緒に参加する授業が
いくつかあります。そこでは、互いにベトナム語で議論する光
景がしばしば見られます。日本にいながら常にベトナムを感じ
つつ、ベトナムの良さを学ぼうとする学生で溢れています。ま
た、ベトナムの誇る「孝客hieu khach」（客をもてなす）文化
もちゃんとここにはあります。分け隔てなく客人をもてなす上
級生達が、皆さん新入生を心から手厚く歓迎してくれることで
しょう。
　ところで、ベトナムと日本の関係は意外と古く「天の原ふり
さけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも」の歌でお馴染み
の阿倍仲麻呂の時代にさかのぼります。中国で科挙の試験に合
格し官僚となった仲麻呂は、当時安南都護府と呼ばれた地に趣
きます。そこは取りも直さず今のベトナムの首都ハノイの辺り
だと言われています。今のベトナムに目を向けても、箸や爪楊
枝を使い、米を主食とする食文化、かつては漢字を使った歴史、
誰もが認める「勤勉さ」に加えて、日本語の敬語にも通ずる相
手を気遣う言葉使い、昔どこかで見かけた様な田園風景など、
我々日本人が自分のルーツを探ろうとする時、一度はそこに立
ち止まりたくなることばかりです。「水を飲んで源を思う
Uong nuoc nho nguon.」日本人として知るべきことの多く
を教えてくれる大切な国です。
　「家に入っては俗に随えNhap gia tuy tuc」ベトナムに興
味のある人はもちろん、選択に迷っている諸君も、まずはここ
に身を置いて、その空気を思う存分吸ってみて下さい。必ずや
有意義な学生生活が待っていることを約束します。
　最後に言い忘れましたが、ベトナム語専攻では女性陣の声が
大きく逞しいことも彼国と同じです。「一に奥さん、二に神さ
んNhat vo, Nhi troi」男性諸君、負けずに頑張ってください。

「おもしろい文字ですね」
「目の検査のようですね」
　検眼表の円い図形や知恵の環を思い起こさせるユー
モラスなビルマ文字で書かれたビルマ語は、ミャンマー
連邦（1989年対外的な英語呼称BurmaをMyanmar
に変更）の公用語であり、5,141万（2014年）国民
の共通語（母語人口はその4分の3強）です。
　ビ ル マ 語 の 最 古 の 文 献 は 通 称 ミ ャ ゼ デ ィ 碑 文
（1112年）で、四面体の石柱にバガン朝のチャンシッ
ター王の遺徳を讃えた顕彰碑がモン語・パーリ語・
ピュー語・ビルマ語の4つの言語で刻されています。
今では死語となったピュー語が含まれていることか
ら、この碑文は「ビルマのロゼッタ石」と呼ばれたこ
とがあります。
　ビルマ語の話し手の社会は、インド文明とシナ文明
の影響を受けた点で、また、稲作文化を基調とする点
で、東南アジアのほかの地域との共通性をもっていま
す。宗教的には、南伝上座部仏教を信仰する人たちの
社会と、社会規範や価値観を共有しています。さらに
は、少数民族との接触による文化の相互作用も、東南
アジア大陸部に共通にみられる現象です。こういった
関心は、遠く北方の雲南・貴州の地の人々の文化にも
私たちを

いざな

誘 ってくれるでしょう。
　ビルマ語を専攻言語として選ぶ人たちは、当然のこ
とながら、まず、ビルマ語の運用能力を身につけるこ
とが求められます。そして、その背後にある基層文化
を言語・文化・社会の各面にわたって、総合的に学ぶ
ことになります。また、関連する言語として、チベッ
ト語のほか、カレン語など少数民族の言語も学ぶこと
ができます。

（注：「ビルマ」という地名は、
幕末の地理書で、

みつくりしょうご

箕作省吾 の
『

こ ん よ ず し き

坤輿図識』（1845年）にみえ
る「毘爾満」を嚆矢とするよう
である。－平田由美氏の教示に
よる）

あるお寺の境内で出会った子どもたち
（モン州モーラミャイン市、2003年2月）

ミャゼディ碑文
（バガン博物館蔵のＡ碑文）

ベトナム語専攻 ビルマ語専攻
「ビルマってどこにあるの？」「ビルマ語ってどんな文字？」「なんで勉強してる

の？」こんな質問を頻繁にされます。何度聞かれても、毎回一生懸命説明します。
まだまだ広くは知られていない、私のイチオシの「ほほえみの国ミャンマー」の
魅力をもっと多くの人に知ってもらいたい！

私は春に、日緬学生会議でミャンマーに行きました。ミャンマーの学生と日本
各地から選ばれた個性ある日本人と 1 週間、フィールドワークをし、社会問題に
ついて議論しました。ミャンマー人は日本人に似ていて優しく、向上心にあふれ
ています。また、たどたどしいビルマ語でも、通じた時の喜びは格別でした。見
るもの食べるもの、全てが新鮮で、伝統衣装のロンジーはとてもかわいく、常に
ワクワクドキドキしっぱなしでした。魅力は語りきれません。以来、完全にミャ
ンマーにはまり、気づけばスマホでミャンマーのことばかり検索している日々で
す。
「ミャンマー」をキーワードにたくさんの人と出会い、つながり、また新たな人

へとつながる。ミャンマーが、どんどん私の世界を広げてくれます。ミャンマー
への興味関心だけでなく、自分の将来の可能性が広がる実感があります。

ミャンマーは今激動の時代です。発展が進んできている一方で、様々な問題も
抱えていて、目が離せま
せん。知れば知るほど面
白く、学ぶべき奥深い国
だと思います。みんなで
ミャンマーを大好きにな
りましょう!!

ミンガラーバー！私は約 10 ヶ月間ミャンマーのヤンゴン外国語大学に留学し
ていました。大学では中国、インド、韓国など、主にアジアから集まった学生と
共にビルマ語の授業を受けていました。ビルマ人の先生方は非常に面倒見が良く、
必死に文章を読んでいると「分かっていますか？」と何度も聞いてくださったの
で先生との距離が近かったように感じます。私の下手なビルマ語でも、なんとか
聞き取ろうとしてくださって、いつも笑顔で挨拶を交わしていました。そこにビ
ルマの方々の人の良さを感じることができたので、学校の居心地は非常に良かっ
たです。放課後は近所の市場に行って、店員さんから果物、野菜などを買い、そ
の足で喫茶店に行き新鮮な果物のジュースを飲むという幸せな生活を送っていま
した。時折、ビルマ人、中国人の友人と遊び、現地の日本人のコミュニティに参
加するなど、プライベートの方も充実していたように思えます。このような生活
を送っていると、なぜでしょうか、顔がビルマの人々のようになってくるのです、
不思議な国ですね。（写真の左はミャンマー到着時、右は到着後4ヶ月経過時。）ミャ
ンマーの雰囲気、人の良さを十分に感じた留学となり、あっという間に過ぎていっ
たように感じます。

今、ミャンマーは世界中が注目している国です。大学で学んだ知識を生かして
皆様が活躍するチャンス
は十分にあると思いま
す。一緒にこの国の未来
を作りましょう。

2年　清水　万由

4年　坪川　知之
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　ヒンディー語専攻は、ヒンディー語を習得し、新し
い可能性を秘めたインドの社会と文化の現実を、熱く
学ぶ意欲を持つ皆さんを歓迎します。

　文学、思想の表現手段として、また、多言語社会を
つなぐ共通語の一つとして南アジアで重要な役割を果
たしてきたウルドゥー語をしっかりと学習したい人、
ウルドゥー語を通じてウルドゥー語圏の言語、文学、文
化、社会を深く研究したい人を歓迎します。

　インドの人口はついに12億人を突破し、2045年に
は中国を抜いて世界一になると言われています。これほ
どのすごいエネルギーをもったこの国について皆さんは
どれだけのことを知っているでしょうか。仏陀、ガン
ディー、カースト制度、ヨーガ、カレー、貧困、核保有
国というイメージが定着しているのではないでしょう
か。それらは、もちろん一面の事実ですが、現実のイン
ドは、立派に民主主義が働いており、めざましい高度成
長を遂げつつあり、とくにIT産業の発展はめざましいも
のがあります。アジアの市場を見るとき、「中国の次は
インドだ」といわれるのも無理はありません。伝統的に
インドと日本は、仏教という精神文化を通じて交流があ
りましたが、これからは文化・社会・政治・経済のあら
ゆる分野での交流が重要となるでしょう。
　私達ヒンディー語専攻では、トータルなインド文化理
解の前提として、もっとも重要な公用語であるヒン
ディー語の習得を非常に重視しています。最初の1年間
は、徹底的に語学の訓練にあてられます。これを武器と
して、他大学には真似のできないインド研究を目指して
いるのです。ヒンディー語をマスターすれば、インドの
知識の無尽の宝庫が諸君の前に開かれます。ヒンディー
語は語順も日本語とよく似ており、文法も簡単で整然と
しており、発音は少し難しいものもありますが、一語一
語はっきり発音してくれるので非常に聞き取りやすい言
葉です。世界で一番多く映画が制作されるのはインドで
あり、その中でもヒンディー語映画は人気があり、世界
中に輸出されています。日本でも近頃、インド映画を見
る機会が増えてきました。字幕なしでこの言葉が理解で
きればどんなに楽しいことでしょう。皆さんの憧れる
カッコいいスターに会ってヒンディー語で話すという
チャンスに恵まれるかもしれません。
　厳しい授業でもヒンディー語学習の楽しさは十分満喫
してもらえると信じています。優秀な諸君、好奇心旺盛
な諸君、ヒンディー語専攻に来たれ！

インドのアーグラー市にあるタージ・マハル

　ウルドゥー（Urdū）語は、パキスタンの国語です。
インドでも主要言語の一つに数えられています。文字
はアラビア文字を用いますが、インド・ヨーロッパ語
族に属します。
　ウルドゥー語は、インド亜大陸を支配したイスラー
ム教徒たちの用いていたペルシア語の大きな影響を受
けて形成された言語ですので、アラビア語やペルシア
語の単語が非常に多く含まれています（ペルシア語は
アラビア語の影響を受けましたので、ペルシア語には
数多くのアラビア語の単語が含まれています）。です
から、ウルドゥー語を習得すると、日本人が中国語の
文章の内容を推測できるように、アラビア語やペルシ
ア語の文章の内容をある程度推測できるようになりま
す。また、ウルドゥー語を勉強すると、ヒンディー語
やパンジャーブ語など、他の南アジアの言語に関する
知識も身につけることができます。
　入学すると、1年次から集中的に文法を学びます。
会話と発音はパキスタン人の先生が担当します。2年
次には中学・高校レベルの教科書を読み、3・4年次
には関心に応じて、文学、文化、社会、経済などに関
する専門的な授業を選択します。
　南アジア研究には英語の文献が不可欠ですが、南ア
ジアの人々の、英語の資料には現れてこない声を聞く
ことの大切さを学んで欲しいと思います。

パキスタンの新郎新婦

パキスタンの小学4年生用のウルドゥー語教科書

ヒンディー語専攻 ウルドゥー語専攻

インドの500ルピー紙
幣の裏上と左下の文
字がヒンディー語。
右下が英語。左のボッ
クス内にその他の15
の言語で500ルピーと
書かれている。

ナマスカール！　みなさんはヒンディー語にどんな印象をもっていますか？何て書
いてあるのか分からない、暗号みたいな、などと色んな印象があると思います。私も
はじめは暗号にしか見えませんでした。しかし、1ヶ月もすればすぐに読めるように
なりました。ですので、字が難しそうなどと心配している人は安心してください！

文字が読めるようになると、さっそくヒンディーの物語などを読んだりしていきま
す。物語を読んでいく中でインドの習慣などが垣間見えて、とても楽しいです。また、
勉強していくうちにインドへの興味が湧き、より一層ヒンディーを学びたいという気
持ちにもなります。そして、インドへ行ってみたい！という気持ちも芽生えてくるで
しょう。

ヒンディー語は決して簡単なものではないので、睡眠時間を削り勉強することもあ
ります。しかし、苦労したぶんヒンディー語をより理解し話せるようになります！カ
レー屋さんのインド人の店員さんやインドからの旅行者と話すのはとても楽しいです
し、道でふと見つけたヒンディーの文章
を理解できたときは本当に嬉しいです！

私がヒンディー語を学ぼうと思った理
由は、日本でヒンディー語を専攻できる
のは大阪大学と東京外国語大学だけ、つ
まり日本では1年に30人程度だけが大学
で専攻する言葉だということです。その
特別感に魅力を感じました。そんな自分
でも、インドがとても好きになりました。
是非一緒に浪漫と魅惑の同居する国イン
ドの言葉、ヒンディー語を学びませんか。

みなさんのご入学をお待ちしていま
す！

北インドのウッタル・プラデーシュ州には、「バラナシ（旧名ベナレス）」とい
う街があります。私は大阪大学を休学して当地のバナーラス・ヒンドゥー大学で
およそ一年間の留学をし、ヒンディー語を学びました。この街はインドの中でも
宗教都市として知られており、ヒンドゥー教徒の信仰を集める聖川である「ガン
ジス河」沿いに位置します。想像してみてください、次から次へ追いすがってく
る露店の物売り、行く先々の路地にはわがもの顔で居座る牛、人でごった返した
街中にただよう異様な熱気。
「とにかく、わけが分からない！」これが、私がバラナシに対して最初に抱いた

印象でした。そしてその分からないことを理解するためにも、せっかくインドに
来たなら現地の生活になるたけ溶け込もう、と決めました。大学の講義もほどほ
どに、リュック一つで様々な地域を訪れ、たくさんの人と出会い、交流する中で、
ヒンディー語、インドがいかに自分の世界や価値観を広げてくれたかということ
を痛感しました。

外国語を学ぶことは楽しいことではありますが、易しいことではありません。
しかし、それは人生の可能性を広げ、新しい世界を見せてくれるものだと、私は
自分の経験から感じています。インドを理解するには少なくとも 20 年かかると言
われることがあります
が、新しい世界を覗い
てみたい、分からない
ものこそ面白いと思う
みなさん。奥深いイン
ド、ヒンディー語の世
界へ飛び込んでみませ
んか。

2年　岸　　弘都

4年　武本　稜介
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　ヒンディー語専攻は、ヒンディー語を習得し、新し
い可能性を秘めたインドの社会と文化の現実を、熱く
学ぶ意欲を持つ皆さんを歓迎します。

　文学、思想の表現手段として、また、多言語社会を
つなぐ共通語の一つとして南アジアで重要な役割を果
たしてきたウルドゥー語をしっかりと学習したい人、
ウルドゥー語を通じてウルドゥー語圏の言語、文学、文
化、社会を深く研究したい人を歓迎します。

　インドの人口はついに12億人を突破し、2045年に
は中国を抜いて世界一になると言われています。これほ
どのすごいエネルギーをもったこの国について皆さんは
どれだけのことを知っているでしょうか。仏陀、ガン
ディー、カースト制度、ヨーガ、カレー、貧困、核保有
国というイメージが定着しているのではないでしょう
か。それらは、もちろん一面の事実ですが、現実のイン
ドは、立派に民主主義が働いており、めざましい高度成
長を遂げつつあり、とくにIT産業の発展はめざましいも
のがあります。アジアの市場を見るとき、「中国の次は
インドだ」といわれるのも無理はありません。伝統的に
インドと日本は、仏教という精神文化を通じて交流があ
りましたが、これからは文化・社会・政治・経済のあら
ゆる分野での交流が重要となるでしょう。
　私達ヒンディー語専攻では、トータルなインド文化理
解の前提として、もっとも重要な公用語であるヒン
ディー語の習得を非常に重視しています。最初の1年間
は、徹底的に語学の訓練にあてられます。これを武器と
して、他大学には真似のできないインド研究を目指して
いるのです。ヒンディー語をマスターすれば、インドの
知識の無尽の宝庫が諸君の前に開かれます。ヒンディー
語は語順も日本語とよく似ており、文法も簡単で整然と
しており、発音は少し難しいものもありますが、一語一
語はっきり発音してくれるので非常に聞き取りやすい言
葉です。世界で一番多く映画が制作されるのはインドで
あり、その中でもヒンディー語映画は人気があり、世界
中に輸出されています。日本でも近頃、インド映画を見
る機会が増えてきました。字幕なしでこの言葉が理解で
きればどんなに楽しいことでしょう。皆さんの憧れる
カッコいいスターに会ってヒンディー語で話すという
チャンスに恵まれるかもしれません。
　厳しい授業でもヒンディー語学習の楽しさは十分満喫
してもらえると信じています。優秀な諸君、好奇心旺盛
な諸君、ヒンディー語専攻に来たれ！

インドのアーグラー市にあるタージ・マハル

　ウルドゥー（Urdū）語は、パキスタンの国語です。
インドでも主要言語の一つに数えられています。文字
はアラビア文字を用いますが、インド・ヨーロッパ語
族に属します。
　ウルドゥー語は、インド亜大陸を支配したイスラー
ム教徒たちの用いていたペルシア語の大きな影響を受
けて形成された言語ですので、アラビア語やペルシア
語の単語が非常に多く含まれています（ペルシア語は
アラビア語の影響を受けましたので、ペルシア語には
数多くのアラビア語の単語が含まれています）。です
から、ウルドゥー語を習得すると、日本人が中国語の
文章の内容を推測できるように、アラビア語やペルシ
ア語の文章の内容をある程度推測できるようになりま
す。また、ウルドゥー語を勉強すると、ヒンディー語
やパンジャーブ語など、他の南アジアの言語に関する
知識も身につけることができます。
　入学すると、1年次から集中的に文法を学びます。
会話と発音はパキスタン人の先生が担当します。2年
次には中学・高校レベルの教科書を読み、3・4年次
には関心に応じて、文学、文化、社会、経済などに関
する専門的な授業を選択します。
　南アジア研究には英語の文献が不可欠ですが、南ア
ジアの人々の、英語の資料には現れてこない声を聞く
ことの大切さを学んで欲しいと思います。

パキスタンの新郎新婦

パキスタンの小学4年生用のウルドゥー語教科書

ヒンディー語専攻 ウルドゥー語専攻

インドの500ルピー紙
幣の裏上と左下の文
字がヒンディー語。
右下が英語。左のボッ
クス内にその他の15
の言語で500ルピーと
書かれている。

アッサラーム・アライクム！　こんにちは！ 
ウルドゥー語ってなに？　どこの言葉？　ほとんどの皆さんがそう思われるでしょ

う。ウルドゥー語は南アジアの言語で、パキスタンの国語です。その右隣の国、イン
ドでも多くの人に話されています。ウルドゥー語を理解できる人の総数は中国語、英
語に迫るくらい多いのです。さらに南アジアの人々は世界中に移り住んでいるため、
ウルドゥー語は世界の色々な所で使える大言語なのですよ！

ウルドゥー語の魅力は、何と言ってもその美しさです。ウルドゥー語で用いられる
アラビア文字自体の美しさに加え、その文字で綴られるウルドゥー語の詩は独特の韻
を踏み、内容もロマンティックで、とても高い文化を感じます。

他にも、ウルドゥー語を通じて出会う南アジアの文化―壮麗なイスラームのモス
クやタージ・マハル、カレー屋さんでよく聞くような独特の音楽など―は、どこを
取っても日本にはない、刺激的なものばかりです。授業で南アジア文化の魅力を知る
たびに、私はウルドゥー語専攻を選んでよかった！と心から思います。

ウルドゥー語専攻は一学年 20 人弱と少人数ですが、だからこそ生まれるアット
ホームな雰囲気の中、博識で個性的な先生方、仲の良い同級生と一緒に毎日楽しく
勉強しています。

このページを読んでくださった皆さんと大学でお会いできることを願っています！

私は現在、ウルドゥー語を学ぶためにパキスタンのパンジャーブ大学に留学し
ています。最近の留学生活の中で最も印象に残っている体験は、学生寮の友人た
ちと一緒に一日チャレンジしたイスラームの断食です。前日の深夜に断食前の食
事を済ませ、翌日は日が昇ってから沈むまで水も飲まず、食べ物もいっさい食べ
ないという時間を過ごしました。気温 40 度を越える猛暑の中では、食べ物はもち
ろん、水も摂らずに過ごすことはとても大変で、唯一出来たことと言えば部屋の
隅っこでなるべく動かず、出来るだけエネルギーの消費を抑える努力をすること
くらいでした。しかし、そのぶん日没後、広場に敷物を敷いて友人たちと一緒に
味わった食べ物や飲み物の味は忘れられないものとなりました。

例えば、辞典で「イスラームの断食」を調べれば、それがどういうものかは簡
単にわかります。しかし、私たちが自分のことばを机の前だけで学んできた訳で
はないように、ことばとその国の文化や思想は切り離すことが出来ないものです。
ことばを学ぶことで私たちは新しい文化や思想を学ぶことが出来ますが、逆に、
文化や思想を学ぶことによってことばをより深く理解することが出来るようにな
るとも言えます。

日常生活の中で、
人との関わりを通し
てことばを学び、ま
たそれによって自分
の中に新しい考え方
の枠組みをつくって
いけるのが留学の良
い所だと思います。
皆さんもぜひ留学し
て新たな自分を発見
してください。

2年　原　菜々子

4年　森　万里子
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　アラビア語習得への強い意欲を持つと同時に、日本
語も含めた世界の言葉に限りない関心を寄せ、言葉が
織り成すあらゆる現象を理解するためにあくなき探求
心を燃やし、異文化への遥かな道のりを自分の足でた
ゆまず歩んでいける人を希望します。

　ペルシア語の着実な運用能力を身につけ、言語を基
盤にイランおよび西アジアの文化と社会を深く探究し
ようとする、知的好奇心にあふれた人を求めています。

　イスラム教徒は1ヶ月の間、一切飲まず食わずで断
食する。―まだ本当にそう思っている人がいるかも知
れない。アラビア語はイスラムの聖典『コーラン』の
言語で、アラビア半島から北アフリカまで広大なアラ
ビア語使用地域を旅するのに、『コーラン』を知ってい
れば困らずに済むなんて、そんなことを大真面目に説
く社会の教科書もありました。アラビア語が世界で一
番むずかしい言葉の1つだとかまことしやかな、ありが
たくない褒め言葉（？）もいまだにあとを絶ちません。
　「何語勉強してるの？」「アラビア語」「へー、珍しい
言葉やってるんだネ」。統計では母語話者数でアラビア
語がスペイン語に次いで5位だと聞いて、エッと驚き、
フランス語は14位だと聞いて、エエッと2回驚くでしょ
う。大リーグじゃあるまいし、世界の言葉をつかまえ
てmajor/minor呼ばわりする気はさらさらありません
が、わざわざ悠久の人類史をひもとくまでもなく、こ
の話者数の単純な数字を見ただけで、アラビア語を「珍
しい」と見ることが、今どき（いや、ずーっと昔から）
いかにズレた認識か分かるはずです。
　さあ、重たい上着を脱がせましょう。1枚1枚神話と
伝説のよろいを剥ぎとりましょう。「珍しい」とか「特
殊」とか、そんなレッテルを貼りたがる人たちの手か
らアラビア語をとり戻しましょう。魔法の呪文と魔法
の絨毯で幻想の世界へ遊ぶためだけがアラビア語では
ない。書庫の簿暗がりでランプの明かりを頼りに古文
書を読み解くためだけがアラビア語ではありません。
泣いて笑って怒ってしょげて、暑ければ暑いと言い、
痛ければ痛いと言う「素顔」のアラビア語を学びましょ
う。単語を覚えてイディオムを増やし、動詞の活用に
慣れ、構文の規則を理解し、努力すれば努力しただけ
必ず報いてくれる「等身大」のアラビア語を「等身
大」のまま、サンサンと降り注ぐ過剰なほどに明るい
陽光のもとで。

カイロ下町風景

カイロ大学正門 カイロ大学中庭

　ペルシア語はインド・ヨーロッパ語族に属し、英語
やドイツ語などとは親戚関係にある言語のひとつで
す。その言語資料の歴史はかなり古く、古代ペルシア
語は紀元前6世紀以降アケメネス王朝の王たちが碑文
で用いたのに始まります。
　私たちが勉強するのはイランがイスラム化された7
世紀半ば以降、9～10世紀にかけて文章語として確
立された近世ペルシア語です。この言語は、イスラム
の影響で、文字はアラビア文字を用い、大量のアラビ
ア語の単語が借用語として入ってきています。
　ペルシア語はもともとはイラン南西部の一方言でし
たが、イラン文化の発達と拡大に伴い、中世にはイラ
ンだけでなく、東は北インド、アフガニスタン、西は
トルコ、北は中央アジアにわたる広大な地域で公用
語、学術語として用いられ、イスラム世界においてア
ラビア語に次ぐ重要な地位を占めました。その名残が
現代のタジキスタンのタジク語やアフガニスタンの公
用語の一つであるダリー語です。これらの言語は、名
称こそ異なれ、実体はペルシア語です。
　また、多くの優れた文学作品がペルシア語で書かれ
ました。ゲーテは散文学の古典『カーブースの書』や
ハーフェズの抒情詩集を耽読し、その啓発を受けて『西
東詩集』が生まれたと言われています。とくに詩文学
に優れ、19世紀のフィッツジェラルドの英訳で世界
中に名声を博したオマル・ハイヤームの『ルバイヤー
ト（四行詩集）』、フェルドウスィーによる英雄叙事詩
『王書』、イラン人がもっとも愛好するサアディーの
『薔薇園』など世界文学史上に名を留める名作が数多
くあります。
　イラン文化は東西文化交渉史においても大きな活躍
をしています。シルクロードを経てイラン文化が日本
に渡来し、少なからざる影響を与えたことはもはや常
識となっています。美術では、建築、庭園、陶器、絨
毯にも名品が少なくありません。
　こうした豊かな伝統に支えられたイラン文化をペル
シア語の学習を通して学んでいきます。

シェイフ・ロトフォッラーモスク（イスファハーン）

アラビア語専攻 ペルシア語専攻

• • • • • •

• • •

• • •

• • •

アッサラームアライクム！　皆さんこんにちは。大学で言語を勉強したいと思っ
ている皆さんにアラビア語専攻のご紹介をしたいと思います。

アラビア語の魅力は何といっても独特な文字や文法、発音を持っているという
ことです。アラビア語を検索すると得体の知れない文字が出てきますが、これが
読めるようになるんです！入学すると、1,2年生の間は文字から文法発音まで先生
方が丁寧に、徹底的に教えてくださいます。そして 3 年生からは詩や映画を通し
てさらに深い知識を付けていきます。

現地に留学して自分のアラビア語力を磨くこともできます。僕の学年はおおよ
そ半分弱の学生が留学に行きました。留学先はエジプト、チュニジア、ヨルダン
などのアラビア語圏とイギリスやカナダなどの英語圏です。英語圏に行く人は、
現地でイスラム教の勉強や、英語力向上のために行きます。僕はエジプトに 1 年
間留学しました。現地に行くと会話の機会が格段に増えますし、日本では味わえ
ないような経験ができます。語学学校のイスラム教徒の先生が、授業の合間に教
室の隅で突然礼拝を始めた時はかなり衝撃的でした。折角言語を勉強するので、
外国語学部を目指す皆さんにはぜひ留学を視野に入れていただきたいです。

最後に、大学でアラビア
語を勉強して話せるよう
になるのかということです
が、自身の頑張り次第で十
分話せるようになります。
アラビア語を使った仕事を
している先輩方も沢山いま
す。アラビア語学習者がま
だまだ少ない日本で貴重な
人材になれますよ！皆さん
のご入学を心よりお待ちし
ています！

私は2015年3月から約1年間を、エジプトの首都カイロで過ごしました。「灰
色の町」――それが私の、カイロに対して抱いた最初のイメージでした。灰色の
建物、迷宮のような街づくり、そしてざわめく人々。最初は不安や心配で一杯で、
なかなか行動が取れずに近所をうろつくばかりでしたが、その後勇気を出して一
人で買い物に行った時、アラビア語のメニューさえも読めなかった私を助けてく
れたのはエジプトの人々でした。助けを受け、たどたどしいアラビア語で「あり
がとう」を言って、その言葉が相手に通じたと理解した瞬間、それまでほんの僅
かだった私の生活領域はエジプト全域まで広がりました。

それからはあっという間に時間が過ぎました。生活の面では、友達と一緒にエ
ジプトの各地方に旅行したり、砂漠で一夜を過ごしたり、現地人で賑わうカフェ
に行ってアラブコーヒーを楽しむなど、
毎日が異文化と触れ合い、エジプトの
方々の暖かい人柄に触れた幸福な日々
でした。勉強の面では、言語そのもの
だけではなく、奥深いエジプト文化や
アラビア書道など、教科書では得られ
ない留学生活を送ることができました。

新しい価値観、語学能力など、留学
から得たものは様々ですが、私の場合
は人との絆が一番の賜物でした。勤勉
な日本の生活とは異なり、エジプトで
の生活は非常にゆっくりとしています。
そんな生活の中で、アラビア語を通じ
て、エジプトの方々と交流した経験は
今も自分の中に残っています。

4年　高田　将周

4年　尹　汝鎭
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　アラビア語習得への強い意欲を持つと同時に、日本
語も含めた世界の言葉に限りない関心を寄せ、言葉が
織り成すあらゆる現象を理解するためにあくなき探求
心を燃やし、異文化への遥かな道のりを自分の足でた
ゆまず歩んでいける人を希望します。

　ペルシア語の着実な運用能力を身につけ、言語を基
盤にイランおよび西アジアの文化と社会を深く探究し
ようとする、知的好奇心にあふれた人を求めています。

　イスラム教徒は1ヶ月の間、一切飲まず食わずで断
食する。―まだ本当にそう思っている人がいるかも知
れない。アラビア語はイスラムの聖典『コーラン』の
言語で、アラビア半島から北アフリカまで広大なアラ
ビア語使用地域を旅するのに、『コーラン』を知ってい
れば困らずに済むなんて、そんなことを大真面目に説
く社会の教科書もありました。アラビア語が世界で一
番むずかしい言葉の1つだとかまことしやかな、ありが
たくない褒め言葉（？）もいまだにあとを絶ちません。
　「何語勉強してるの？」「アラビア語」「へー、珍しい
言葉やってるんだネ」。統計では母語話者数でアラビア
語がスペイン語に次いで5位だと聞いて、エッと驚き、
フランス語は14位だと聞いて、エエッと2回驚くでしょ
う。大リーグじゃあるまいし、世界の言葉をつかまえ
てmajor/minor呼ばわりする気はさらさらありません
が、わざわざ悠久の人類史をひもとくまでもなく、こ
の話者数の単純な数字を見ただけで、アラビア語を「珍
しい」と見ることが、今どき（いや、ずーっと昔から）
いかにズレた認識か分かるはずです。
　さあ、重たい上着を脱がせましょう。1枚1枚神話と
伝説のよろいを剥ぎとりましょう。「珍しい」とか「特
殊」とか、そんなレッテルを貼りたがる人たちの手か
らアラビア語をとり戻しましょう。魔法の呪文と魔法
の絨毯で幻想の世界へ遊ぶためだけがアラビア語では
ない。書庫の簿暗がりでランプの明かりを頼りに古文
書を読み解くためだけがアラビア語ではありません。
泣いて笑って怒ってしょげて、暑ければ暑いと言い、
痛ければ痛いと言う「素顔」のアラビア語を学びましょ
う。単語を覚えてイディオムを増やし、動詞の活用に
慣れ、構文の規則を理解し、努力すれば努力しただけ
必ず報いてくれる「等身大」のアラビア語を「等身
大」のまま、サンサンと降り注ぐ過剰なほどに明るい
陽光のもとで。

カイロ下町風景

カイロ大学正門 カイロ大学中庭

　ペルシア語はインド・ヨーロッパ語族に属し、英語
やドイツ語などとは親戚関係にある言語のひとつで
す。その言語資料の歴史はかなり古く、古代ペルシア
語は紀元前6世紀以降アケメネス王朝の王たちが碑文
で用いたのに始まります。
　私たちが勉強するのはイランがイスラム化された7
世紀半ば以降、9～10世紀にかけて文章語として確
立された近世ペルシア語です。この言語は、イスラム
の影響で、文字はアラビア文字を用い、大量のアラビ
ア語の単語が借用語として入ってきています。
　ペルシア語はもともとはイラン南西部の一方言でし
たが、イラン文化の発達と拡大に伴い、中世にはイラ
ンだけでなく、東は北インド、アフガニスタン、西は
トルコ、北は中央アジアにわたる広大な地域で公用
語、学術語として用いられ、イスラム世界においてア
ラビア語に次ぐ重要な地位を占めました。その名残が
現代のタジキスタンのタジク語やアフガニスタンの公
用語の一つであるダリー語です。これらの言語は、名
称こそ異なれ、実体はペルシア語です。
　また、多くの優れた文学作品がペルシア語で書かれ
ました。ゲーテは散文学の古典『カーブースの書』や
ハーフェズの抒情詩集を耽読し、その啓発を受けて『西
東詩集』が生まれたと言われています。とくに詩文学
に優れ、19世紀のフィッツジェラルドの英訳で世界
中に名声を博したオマル・ハイヤームの『ルバイヤー
ト（四行詩集）』、フェルドウスィーによる英雄叙事詩
『王書』、イラン人がもっとも愛好するサアディーの
『薔薇園』など世界文学史上に名を留める名作が数多
くあります。
　イラン文化は東西文化交渉史においても大きな活躍
をしています。シルクロードを経てイラン文化が日本
に渡来し、少なからざる影響を与えたことはもはや常
識となっています。美術では、建築、庭園、陶器、絨
毯にも名品が少なくありません。
　こうした豊かな伝統に支えられたイラン文化をペル
シア語の学習を通して学んでいきます。

シェイフ・ロトフォッラーモスク（イスファハーン）

アラビア語専攻 ペルシア語専攻

• • • • • •

• • •

• • •

• • •

皆さん、大学生活 4 年間を、ペルシア語とイランに託してみませんか ?!　実は
イランは、政治的にも経済的にも文化的にも「中東の台風の目」と言っても過言
ではない、爆発的パワーを秘めた大国です。とはいえペルシア語は、日本で生活
する上では全く「要らん」言語かもしれません。しかし、だからと言って、ペル
シア語に見向きもしないのは余りにも勿体ない！

イランは日本とは縁もゆかりも無い国だと思っていませんか？　いいえ、違い
ます。意外にもイランは、大変な親日国なのです。昔、NHK 連続テレビ小説の

「おしん」がイランで放送されるや否や、空前の大ブームを巻き起こし、視聴率が
90 ％を超えたとか。健気なおしんの姿が、イランの人々の心を掴んだのです。イ
ランに旅行に行くと、あちこちで「どこから来たの？」と声をかけられます。日
本と答えると、「オシン！ホンダ！シンゾーアベ！」と、知っている日本語を並べ
立てて大はしゃぎ。日本人というだけで熱烈な歓迎を受けます。

青空に溶け込むようなコバルトブルーの大モスク、いっぱいに水をたたえてゆっ
たりと流れるザーヤンデ川、草むらに寝転がって暢気に詩を口ずさむおじさんた
ち。「危険」、「反米」、「砂漠」
…イランに対して持っていた
負のイメージが砕け散り、心
地よい驚きが胸を打ちます。
その度に、ああ、ペルシア語
を専攻していてよかったな、
と実感します。皆さんもペル
シア語専攻に来て、「固定観
念を壊す旅」に出てみません
か？

「ペルシア語ってどこの言葉なの？」ペルシア語を勉強していると話すと必ず聞
かれる質問です。この時やっと、世間ではそれほど馴染みがなく珍しい言語だと
いうことを思い出します。ペルシア語を学んで 4 年、入学当初は文字にすら見え
なかった、右から左へ書くこの言語も、遠いイランという国も、今では私たちにとっ
てとても身近なものに感じられます。

歴史の授業で聞いた「イスファハーン」という地名が耳に残ったという安易な
きっかけでペルシア語を選択した私ですが、すっかり夢中になり、昨年は 8 ヶ月
現地に語学留学もしました。興味深い授業や、先輩方の体験談に、いい意味で毒
された結果だと思います。授業では言語だけでなく、文化や歴史、文学、ニュース、
民話など、イランについて様々なことを学ぶことができます。また、専攻内での
行事には先生方も積極的に参加され、イランの習慣に基づく行事を自ら開催され
ることもあり、文化理解や体験を聞くためのとても良い機会になっています。中
東地域は危険だという情報が流されがちですが、その中で物事を正しく見る視点
も授業や研修を通して養われているのではないかと感じます。

ペルシア語専攻でな
ければ出会うことのな
かった世界にも、そん
な遠い世界のことにつ
いて一緒に話せる仲間
にも、経験と知識に溢
れる先生方にも出会え、
ここで学んだこと、経
験したことが自分の中
で本当に大切な一部と
なっています。

3年　中山　敦貴

4年　水野　さくら
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　本トルコ語専攻では、トルコ共和国の言語・文化や社会に強
い関心を抱き、トルコ共和国の公用語であるトルコ語の習得へ
の強い意欲を持ち、高い目標を実現すべく努力を怠らない人を
望みます。また将来的にトルコ語を用いてトルコ系諸国の言語
や文化、さらには社会について深く学びたい人、さらには自ら
の考えや思いをトルコ語で発信したいと思う人を求めます。

　スワヒリ語専攻では、東アフリカのスワヒリ語のみ
ならず、広くアフリカの言語や文化、そしてアフリカ
が直面する同時代的な問題について学んでいきます。
アフリカの言語に関心がある人はもちろんのこと、ア
フリカを通して世界のグローバルな問題について考
え、取り組んでいきたい人を歓迎します。

　ボスポラス海峡をはさんで、アジアとヨーロッパの
両大陸にまたがる国トルコは、日本の2倍強の国土を
有し、そこにはおよそ7500万人の人々が住んでいま
す。
　トルコ共和国の公用語であるトルコ語とはどんな言
葉なのでしょうか。トルコ語は、いろいろな意味で英
語とは違うところの多い言葉です。そのためか、ヨー
ロッパなどでは、トルコ語は難しいと言われることが
あります。では、私たちにとってはどうでしょうか。
もちろん外国語ですから簡単なわけはないのですが、
それほど難しくはないと言ってもいいでしょう。発音
は取っつきにくい点もありますが、比較的早い時期に
慣れることができるでしょう。単語の語形変化も規則
的で、何ページもある不規則動詞の活用表の暗記に苦
しむ、ということはありません。そして、何と言って
もうれしいのが語順です。トルコ語の基本語順は、主
語－目的語－述語の順番で、日本語と同じです。前置
詞や関係詞などはなく、日本語の助詞のようなもので
文法関係を表します。また、文字がローマ字であるこ
とも、学習しやすい点のひとつです。
　トルコ語は、系統的には、中央アジアで話されてい
るウズベク語やウイグル語やカザフ語、シベリアで話
されているヤクート語などと親戚関係にあります。
　授業科目を簡単に紹介しておきますと、1・2年生
ではトルコ語実習が中心となります。3・4年生では、
上級トルコ語、トルコ語文法研究、トルコ文学、トル
コ民族史などをはじめとする専門的な授業が組まれて
います。
　社会人となる前
に、私たちの専攻
で、青春のエネル
ギーをぶつけて自
己形成に挑戦して
みませんか。

世界遺産「スルタンアフメト・モスク」

パジャパー（カッパドキア）

　アフリカには2000近くの言語があります。その中
でも、スワヒリ語は最も主要な言語の一つです。スワ
ヒリ語は東アフリカの共通語として、タンザニア、ケ
ニア、ウガンダなど10カ国以上で話されており、話
者数は7千万人を超えています。タンザニアとケニア
の公用語であり、東アフリカ諸国の学校教育やマスメ
ディアで用いられている重要な言語です。
　本専攻は日本で唯一、学部からスワヒリ語を専門科
目として学ぶことができるところです。そして、スワ
ヒリ語を入り口としてアフリカの言語や文化、社会や
政治について広く学んでいきます。
　スワヒリ語の他に、ナイジェリアの主要な言語であ
るヨルバ語やハウサ語、コンゴ民主共和国のリンガラ
語やコンゴ語などを学ぶことができます。また、アフ
リカの社会や政治経済、文化、文学などに関する講義
科目があり、現地でフィールドワークをおこなってい
る多彩な研究者から、アフリカのさまざまな民族や社
会の様子を知ることができます。ゼミでは、アフリカ
の諸問題や言語・文化について、各自が興味をもつテー
マを選び、みなで議論する中で考えを深め、卒論へと
仕上げていきます。
　アフリカは現在55カ国を数え、急速な経済発展を
見せる一方、植民地時代の負の遺産を背負ったまま、
貧困や政情不安、紛争など多くの問題を抱えていま
す。グローバル時代の現代にあって、遠く離れている
日本も、アフリカの現状は決して無関係なものではあ
りません。アフリカを深く理解し、アフリカとの関わ
り方を考えていくことが、国際社会の一員である私達
にも求められています。スワヒリ語を学ぶことから、
その第一歩を踏み出してみませんか。

キリマンジャロの雄姿

スワヒリ語専攻は仲がいいよ（夏まつりにて）

トルコ語専攻 スワヒリ語専攻
アジアとヨーロッパの狭間に位置し、様々な文化が融合した国、日本との関係

を題材にした映画が製作されるなど親日として知られている国、それが僕たちの
学んでいるトルコです。

トルコ語とはどのような言語なのでしょう。「文字は複雑なの？」「一から学ぶ
のは難しそう…」こんなイメージをお持ちの皆さん、ご安心ください！トルコ語
は我々日本人にとって、とても学びやすい言語の一つなんです！現在のトルコ語
ではアルファベットが用いられており、しかも、語順や助詞など日本語との共通
点もたくさんあるんです！

トルコ語専攻は一クラス、かつ少人数で編成されているので先生との距離がと
ても近く、いつでも質問ができる環境です。クラスのみんなとも毎日楽しく過ご
しています。最高の仲間が作れること間違いなしです！

何でトルコ語を学んでいるの？―――どこに行っても必ず聞かれる質問です。
確かに、将来に活かせる場面は少ないかもしれません。でも、想像してみてくだ
さい。誰も知らない言語を自在に操る自分ってかっこよくありませんか？せっか
くの大学生活、今しかできないことに挑戦するチャンスです！

ケバブ、ブルーモスク、
イスラーム…トルコを彷彿
とさせるものは色々ありま
すが、実際のトルコはもっ
と奥が深く、この場では語
り尽くせません。魅力たっ
ぷりの素敵な国、トルコで
話されている言語を一緒に
学びませんか？皆さんとお
会いできる日を楽しみにし
ています！

トルコといえば何を思い浮かべるでしょうか。私はやはりボスポラス海峡から
見渡せるイスタンブールの美しい街並みです。イスタンブールはヨーロッパ大陸
とアジア大陸両方に位置し、船で海峡を移動する際に見渡せるその景色は、歴史
の空気を色濃く感じることができました。

私は 3 年生の夏から 9 カ月間イスタンブールのヨーロッパ側にあるボアジチ大
学へ留学しました。ボスポラス海峡を眼下に望む素晴らしい場所にあり、旧市街
や新市街からは少し離れた落ち着いた環境でした。近年トルコではテロやクーデ
ターがあったこともあり、留学直前まで親と何度も話し合い、留学を決意しました。

ボアジチ大学では主に外国人留学生向けのトルコ語の授業や翻訳学部の授業を
取っていました。日本語を学ぶ学生も多く、彼らとの交流は今も続いており、非
常に価値あるものでした。天気の良い日にはキャンパスの芝生で勉強したり、お
しゃべりをしたりと、日本で報道されているようなトルコからは想像できないほ
どゆったりとした時間を過ごすことができました。

現地学生との交流や、異文化の中でどっぷりと浸かった経験は、私にとって非
常に貴重なものとなり
ました。さらにこのよ
うな新鮮な環境に身を
置きその場に馴染んで
いくことで、語学力向
上はもちろんのこと、
今後出てくる新たな環
境にも飛び込める自信
が身についた留学とな
りました。

4年　清谷　遼太郎

4年　末松　檀
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　本トルコ語専攻では、トルコ共和国の言語・文化や社会に強
い関心を抱き、トルコ共和国の公用語であるトルコ語の習得へ
の強い意欲を持ち、高い目標を実現すべく努力を怠らない人を
望みます。また将来的にトルコ語を用いてトルコ系諸国の言語
や文化、さらには社会について深く学びたい人、さらには自ら
の考えや思いをトルコ語で発信したいと思う人を求めます。

　スワヒリ語専攻では、東アフリカのスワヒリ語のみ
ならず、広くアフリカの言語や文化、そしてアフリカ
が直面する同時代的な問題について学んでいきます。
アフリカの言語に関心がある人はもちろんのこと、ア
フリカを通して世界のグローバルな問題について考
え、取り組んでいきたい人を歓迎します。

　ボスポラス海峡をはさんで、アジアとヨーロッパの
両大陸にまたがる国トルコは、日本の2倍強の国土を
有し、そこにはおよそ7500万人の人々が住んでいま
す。
　トルコ共和国の公用語であるトルコ語とはどんな言
葉なのでしょうか。トルコ語は、いろいろな意味で英
語とは違うところの多い言葉です。そのためか、ヨー
ロッパなどでは、トルコ語は難しいと言われることが
あります。では、私たちにとってはどうでしょうか。
もちろん外国語ですから簡単なわけはないのですが、
それほど難しくはないと言ってもいいでしょう。発音
は取っつきにくい点もありますが、比較的早い時期に
慣れることができるでしょう。単語の語形変化も規則
的で、何ページもある不規則動詞の活用表の暗記に苦
しむ、ということはありません。そして、何と言って
もうれしいのが語順です。トルコ語の基本語順は、主
語－目的語－述語の順番で、日本語と同じです。前置
詞や関係詞などはなく、日本語の助詞のようなもので
文法関係を表します。また、文字がローマ字であるこ
とも、学習しやすい点のひとつです。
　トルコ語は、系統的には、中央アジアで話されてい
るウズベク語やウイグル語やカザフ語、シベリアで話
されているヤクート語などと親戚関係にあります。
　授業科目を簡単に紹介しておきますと、1・2年生
ではトルコ語実習が中心となります。3・4年生では、
上級トルコ語、トルコ語文法研究、トルコ文学、トル
コ民族史などをはじめとする専門的な授業が組まれて
います。
　社会人となる前
に、私たちの専攻
で、青春のエネル
ギーをぶつけて自
己形成に挑戦して
みませんか。

世界遺産「スルタンアフメト・モスク」

パジャパー（カッパドキア）

　アフリカには2000近くの言語があります。その中
でも、スワヒリ語は最も主要な言語の一つです。スワ
ヒリ語は東アフリカの共通語として、タンザニア、ケ
ニア、ウガンダなど10カ国以上で話されており、話
者数は7千万人を超えています。タンザニアとケニア
の公用語であり、東アフリカ諸国の学校教育やマスメ
ディアで用いられている重要な言語です。
　本専攻は日本で唯一、学部からスワヒリ語を専門科
目として学ぶことができるところです。そして、スワ
ヒリ語を入り口としてアフリカの言語や文化、社会や
政治について広く学んでいきます。
　スワヒリ語の他に、ナイジェリアの主要な言語であ
るヨルバ語やハウサ語、コンゴ民主共和国のリンガラ
語やコンゴ語などを学ぶことができます。また、アフ
リカの社会や政治経済、文化、文学などに関する講義
科目があり、現地でフィールドワークをおこなってい
る多彩な研究者から、アフリカのさまざまな民族や社
会の様子を知ることができます。ゼミでは、アフリカ
の諸問題や言語・文化について、各自が興味をもつテー
マを選び、みなで議論する中で考えを深め、卒論へと
仕上げていきます。
　アフリカは現在55カ国を数え、急速な経済発展を
見せる一方、植民地時代の負の遺産を背負ったまま、
貧困や政情不安、紛争など多くの問題を抱えていま
す。グローバル時代の現代にあって、遠く離れている
日本も、アフリカの現状は決して無関係なものではあ
りません。アフリカを深く理解し、アフリカとの関わ
り方を考えていくことが、国際社会の一員である私達
にも求められています。スワヒリ語を学ぶことから、
その第一歩を踏み出してみませんか。

キリマンジャロの雄姿

スワヒリ語専攻は仲がいいよ（夏まつりにて）

トルコ語専攻 スワヒリ語専攻
私が初めてアフリカに触れたのは、小学 4 年生の時に開催された愛知万博でし

た。アフリカのパビリオンに入館し、アフリカの人と言葉を交わし、握手したこ
とは今でも鮮明に覚えています。幼い私にとって、黒人の大きな手のひらが印象
的でした。今思えば、私がアフリカに対して興味関心を抱き、いつからか魅了さ
れていった最初のきっかけはこの万博にありました。

スワヒリ語専攻で学べば、アフリカに関する様々な事象を動的かつ複眼的に捉
え、自分なりに考える機会に数多く巡り会えます。アフリカは語り尽くせない程
に多様性に満ちた大陸であるがために、学ぶ上で困難や戸惑いを伴うこともあり
ます。しかし、これは奥深い学びの裏返しであり、紛れもなくアフリカが「多面体」
であるがゆえのことです。例えば、先程の万博の件についても、アフリカの展示
方法の変遷を辿ることで、アフリカに対して一体どのような眼差しがこれまで向
けられてきたのかについて考察できます。また、スワヒリ語専攻での学びは机上
に留まりません。スワヒリ語劇を初め、皆でアフリカ料理を作り、時にはアフリ
カ音楽の生演奏を聴くこともあります。聴覚や味覚までも動員する授業というの
には大学ではそうそうお目にかかれません。

アフリカに対して無
意識に設定されていた
視点を取り払い、同時
代を共に生きているア
フリカ人自身の視点か
ら、アフリカについて
皆と共に学べる環境が
喜びと充実を与えてく
れています。

私はタンザニアのダルエスサラーム大学に 10 か月間留学しました。アフリカ、
タンザニアと聞くと、貧しい、危険というようなことを思いつくかもしれません。
しかし私が 10 か月間タンザニアに暮らして知ったことはそのようなものではな
く、人情味あふれるタンザニアの人々の温かさでした。

留学中は、大学の寮の二人部屋にタンザニア人の女の子と暮らしていました。
当初、スワヒリ語がまだ拙い私にスワヒリ語や文化を教えてくれ、断水や停電が
頻発する生活での知恵などを教えてくれました。大学ではタンザニア人と同じ授
業を受けていたので、難しく理解が追い付かないこともありましたが、その時に
は必ずクラスメイトが助けてくれ、自分の時間を割いて私に教えてくれることも
ありました。

学業以外にも様々な経験をしまし
た。仲の良い友人の実家に招待され、
2 週間ほどお世話になったことがあり
ます。そこはダルエスサラームからバ
スで 10 時間ほど南西に進んだ、標高
約 1500 メートルにある小さな村で
した。彼女の家には水道も電気もあり
ませんが、肌寒い朝にはお母さんが温
かいチャイを用意してくれたり、夜に
はシャワーのためにお湯を沸かしてく
れました。「あなたは私の子どもよ」
がお母さんの口癖で、見返りを求めな
い彼らの温かさに触れました。留学中
は大変なこともありましたが、それを
カバーしてあまりある経験や出会い
は、私にとって忘れられないものにな
りました。

3年　川上　凌

4年　今村　由夏

実家に招いてくれた友人のティナと

スワヒリ語劇をした仲間たちと
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　ロシア語圏の社会、歴史、文化、芸術、そして言語
に大いに関心を持って、入学してきてほしい。何より
も、様々なことに好奇心を持ち、自分で考えて、将来
専門家として歩む自覚を持っている学生を求めます。

　ハンガリー語とハンガリー語が話されている地域の
文化・歴史・社会について深く学び、ハンガリーだけ
でなくヨーロッパ全般への関心と理解をもち、将来大
学で学んだことを生かして積極的に社会で活躍したい
と願っている人を求めています。

　日本海を越えれば、そこにはもう広大なロシアの大
地が広がっています。歴史的、経済的、政治的にとて
も深い関係にあるロシアと日本。この二つの国が、こ
れからの世界で互いに脅かすことなく理解し合い、助
け合いながら共に発展していくことは、双方の国に
とって、そして世界全体にとってとても重要な課題と
なっています。
　また昨今は、最重要な経済パートナーとして日本の
産業界はロシアへの関心を高めており、政治、経済、
行政等、様々な分野で、ロシア語能力を持つ人材が広
く求められており、卒業生の活躍の場はどんどん広
がっています。
　ロシア語専攻では、外国語学部でもいち早く統一教
材を用いた、総合授業システムを採用しています。総
合授業システムとは、話す、聞く、書く、読むという
ロシア語の4技能を総合的に学習し、全体として、学
習言語による実際的な活動を可能にする異文化コミュ
ニケーション・行動能力を高めることを目指すシステ
ムです。クラスは少人数制で、学年ごとの「到達度目
標」に従って授業は進められます。
　また、ロシア語能力検定試験を導入し、客観的な評
価基準による単位認定を行っています。
　後期課程（3・4年生）では、ロシアの文学・歴史・経済・
言語といった専門分野の研究に加え、ビジネスロシア
語などの高度なロシア語運用能力を育成する授業も開
講されており、将来、ロシア語を使った専門職に就く
ための準備も積極的におこなっています。
　みなさんも私たちと共に勉強して、「ロシア」とい
う未知の扉をたたいてみませんか？

エルミタージュ美術館

日露首脳会談2013年4月29日、モスクワ（ロイター）

　ハンガリー語を専攻語として学ぶことができるの
は、日本では本学だけです。ハンガリー語は最も新し
い専攻語ですが、それでもできてからすでに20年が
経ちました。その間に、日本とハンガリーの関係も大
きく変わってきました。日本・ハンガリー両国の交流
は、1989年にハンガリーが体制転換した少し前か
ら、経済、文化その他さまざまな分野で急速に発展し
てきました。ハンガリーでの日本語学習熱の高まりも
そのあらわれの一つです。ハンガリーは2004年5月
にEUに加盟を果たしました。今後、両国の関係はま
すます発展していくことでしょう。きっと将来、皆さ
んのなかから、両国関係のさらなる進展に貢献する人
が現れることでしょう。
　ではハンガリー語とは、そもそもどんな言葉なので
しょうか。不思議な言語だと言われることがありま
す。そう言われる理由は、ハンガリー語の文法構造や
語彙が、他のヨーロッパの言語と比べて、かなり違っ
ているからです。それで、ヨーロッパの人々から見る
と、ときに不可解だと思えるようです。でもヨーロッ
パの外、たとえば日本から見れば、別に不可解なわけ
ではありません。それどころか、日本語と似た点もあ
るのです。ハンガリー語では日本語の助詞（てにをは）
と同じような働きをする要素（接尾辞）が用いられま
す。なお、ハンガリー語は系統的にはウラル語族に属
しますが、ヨーロッパではほかにフィンランド語やエ
ストニア語もウラル語族です。最初の2年間は、ハン
ガリー語の習得が勉強の中心になります。3、4年生
になると、それぞれの興味にしたがって、ハンガリー
の言語学、文学、歴史などについて学ぶことができま
すが、そのときに、1、2年生のときに身につけたハ
ンガリー語を活かすことが大切になってきます。
　ヨーロッパの中で、ちょっとほかとは違う特徴を
もった言語と文化を、皆さんも勉強してみませんか。
きっと今までとはちがう新しい世界が見えてくること
でしょう。

ブダとペシュトを最初に結んだ橋「くさり橋」

ロシア語専攻 ハンガリー語専攻
日本人はロシアにどんなイメージを持っているのでしょうか。ロシアを一言で

表すならば、私は「近くて遠い国」だと思います。新潟から極東地域への直行便
があり、北海道北部ではキリル文字で表記された看板があるほど、実はロシアは
身近な国なのですが、ロシアの文化に興味がある人や訪れたことのある人は残念
ながら多くはありません。同じ隣国である中国や韓国に比べ、ロシアに対する日
本人のこの興味関心の差はいったい何なのか、という疑問は私がロシア語専攻を
選んだ理由の一つでもあります。

ロシア語は世界一難しいと言われています。まずはキリル文字を覚えるところ
から始まり、名詞の性や格変化といった日本語にはない概念に苦しめられ、文法
も易しくはありません。しかしロシア語はとても興味深く、音も美しい言語です。
私自身も最初は苦労しましたが、今ではロシア語を選んで良かったと思っていま
す。二年生の時モスクワで一か月研修し、先日は舞鶴に寄港したロシア海軍と日
本の海上自衛隊との交流の通訳ボランティアを行いました。これらの経験から、
ロシア人特有の人間性や温かさ、ロシア人の文化や芸術、文学に対する感覚の違
いを学びました。

マトリョーシカ、ロシア料理、
文字、バレエ、ソ連などきっか
けはなんでも構いません。世界
一難しく、そして奥深いロシア
語を是非学んでみてください。
大阪大学ロシア語専攻はみなさ
んに多くのチャンスを提供して
くれることでしょう。

私はロシア語専攻の魅力を留学とロシア語劇の側面からお伝えします。
まず留学についてです。ロシア語科は交換留学の枠が比較的多く、私費留学で

もそんなに費用は掛からないので多くの人が留学に行きます。私は 2 年生の夏に
プログラムで1ヵ月モスクワに、3～4年生の間は交換留学で10ヵ月サンクトペ
テルブルクに行きました。ペテルブルクの留学では、長くて暗い冬（15 時半とか
に日が沈む！）のせいで心身共にしんどかったですが、学校の勉強だけでなく積
極的に外での活動にも参加して自分のコミュニティを見つけ、友人との交流を楽
しみました。例えば下の写真のように、自分の得意な書道のワークショップを開
いて、たくさんのロシアの人々に実際に日本の文化に触れてもらったりもしまし
た。芸術の街なので、街並み散策や劇場や美術館に通うなど、文化的にも充実し
た留学生活も送れます。

次に語劇についてです。外国語学部には語劇祭という伝統的な祭があり、各専
攻語がそれぞれの言語で劇を演じます。ロシア語科は特に力を入れていて、本番
近くは練習も毎日ありますが、ロシア語の上達につながるだけでなく、ロシアを
理解するうえで欠かせない芸術・特に演劇を体験することができます。劇の練習
を通して、専攻語の
先輩後輩がつながれ
ることも魅力です。

皆さんもロシア語
専攻に来て、勉強だ
けでなくいろいろな
体験をしてロシアに
ついて理解を深め、
充実した学生生活を
送ってほしいと思い
ます。

4年　岩田　育実

4年　村上　愛瑠
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　ロシア語圏の社会、歴史、文化、芸術、そして言語
に大いに関心を持って、入学してきてほしい。何より
も、様々なことに好奇心を持ち、自分で考えて、将来
専門家として歩む自覚を持っている学生を求めます。

　ハンガリー語とハンガリー語が話されている地域の
文化・歴史・社会について深く学び、ハンガリーだけ
でなくヨーロッパ全般への関心と理解をもち、将来大
学で学んだことを生かして積極的に社会で活躍したい
と願っている人を求めています。

　日本海を越えれば、そこにはもう広大なロシアの大
地が広がっています。歴史的、経済的、政治的にとて
も深い関係にあるロシアと日本。この二つの国が、こ
れからの世界で互いに脅かすことなく理解し合い、助
け合いながら共に発展していくことは、双方の国に
とって、そして世界全体にとってとても重要な課題と
なっています。
　また昨今は、最重要な経済パートナーとして日本の
産業界はロシアへの関心を高めており、政治、経済、
行政等、様々な分野で、ロシア語能力を持つ人材が広
く求められており、卒業生の活躍の場はどんどん広
がっています。
　ロシア語専攻では、外国語学部でもいち早く統一教
材を用いた、総合授業システムを採用しています。総
合授業システムとは、話す、聞く、書く、読むという
ロシア語の4技能を総合的に学習し、全体として、学
習言語による実際的な活動を可能にする異文化コミュ
ニケーション・行動能力を高めることを目指すシステ
ムです。クラスは少人数制で、学年ごとの「到達度目
標」に従って授業は進められます。
　また、ロシア語能力検定試験を導入し、客観的な評
価基準による単位認定を行っています。
　後期課程（3・4年生）では、ロシアの文学・歴史・経済・
言語といった専門分野の研究に加え、ビジネスロシア
語などの高度なロシア語運用能力を育成する授業も開
講されており、将来、ロシア語を使った専門職に就く
ための準備も積極的におこなっています。
　みなさんも私たちと共に勉強して、「ロシア」とい
う未知の扉をたたいてみませんか？

エルミタージュ美術館

日露首脳会談2013年4月29日、モスクワ（ロイター）

　ハンガリー語を専攻語として学ぶことができるの
は、日本では本学だけです。ハンガリー語は最も新し
い専攻語ですが、それでもできてからすでに20年が
経ちました。その間に、日本とハンガリーの関係も大
きく変わってきました。日本・ハンガリー両国の交流
は、1989年にハンガリーが体制転換した少し前か
ら、経済、文化その他さまざまな分野で急速に発展し
てきました。ハンガリーでの日本語学習熱の高まりも
そのあらわれの一つです。ハンガリーは2004年5月
にEUに加盟を果たしました。今後、両国の関係はま
すます発展していくことでしょう。きっと将来、皆さ
んのなかから、両国関係のさらなる進展に貢献する人
が現れることでしょう。
　ではハンガリー語とは、そもそもどんな言葉なので
しょうか。不思議な言語だと言われることがありま
す。そう言われる理由は、ハンガリー語の文法構造や
語彙が、他のヨーロッパの言語と比べて、かなり違っ
ているからです。それで、ヨーロッパの人々から見る
と、ときに不可解だと思えるようです。でもヨーロッ
パの外、たとえば日本から見れば、別に不可解なわけ
ではありません。それどころか、日本語と似た点もあ
るのです。ハンガリー語では日本語の助詞（てにをは）
と同じような働きをする要素（接尾辞）が用いられま
す。なお、ハンガリー語は系統的にはウラル語族に属
しますが、ヨーロッパではほかにフィンランド語やエ
ストニア語もウラル語族です。最初の2年間は、ハン
ガリー語の習得が勉強の中心になります。3、4年生
になると、それぞれの興味にしたがって、ハンガリー
の言語学、文学、歴史などについて学ぶことができま
すが、そのときに、1、2年生のときに身につけたハ
ンガリー語を活かすことが大切になってきます。
　ヨーロッパの中で、ちょっとほかとは違う特徴を
もった言語と文化を、皆さんも勉強してみませんか。
きっと今までとはちがう新しい世界が見えてくること
でしょう。

ブダとペシュトを最初に結んだ橋「くさり橋」

ロシア語専攻 ハンガリー語専攻
Sziasztok! 皆さんハンガリーという国を知っていますか？知らなければ人生の

半分損をしていますよ！でもご安心ください。極一部ですがハンガリーについて
紹介し、皆さんを魅力満載のハンガリーの世界へと招待します。

まず紹介するのは壮麗な首都ブダペストの景観です。ドナウ川河畔に位置し「ド
ナウの真珠」と称えられるこの都市は、中世の風情溢れる景観を今に残し、その
中心部は世界文化遺産にも登録されています。王宮の丘から見下ろす夜景の美し
さは正に驚異的です。つぎにサッカーの人気です。1950 年代ハンガリーは世界
最強国としてその名を轟かせ、マジック・マジャールと呼ばれた古豪なのです。
現在も人気で、ハンガリーが勝利すると街は狂喜乱舞。興奮したサポーターが公
道を行進し大合唱、消防車はサイレンを鳴らして祝福するなど、街中狂気的熱気
に包まれます。最後に美男美女の多さです。自ら世界一の美女大国であると豪語
してしまうほどです。街を歩く機会があれば是非瞳孔全開で確認してみてくださ
い！

ではそんなハンガリーの言語を学ぶ私たちについて紹介します。1 学年 20 人弱
という少人数制で、自然と皆仲良くなります。縦のつながりの強さも私たちの自
慢です。授業は語学
のほか CM の吹き替
えや映画の字幕作成、
ガイドブックの製作
など楽しいものが多
数用意されています。
また、政府からの奨
学金は返済不要でほ
とんどの学生が留学
します。こんなに貴
重な経験ができるの
はここだけですよ！

私は首都ブダペストにある語学学校に 10 ヶ月間留学をしました。ハンガリー語
専攻で勉強していくうちに、美しいハンガリー語がどんどん好きになり、現地で
ハンガリー語をもっと上達させたいと思ったからです。この年、一緒に入学した
メンバーのうち 10 人が 5 ～ 10 ヶ月の長期留学をしました。留学中は、学校の授
業はもちろん、バスの中で電話している人の会話、車内アナウンス、街の看板な
ど全てが勉強の材料になりました。

勉強以外でも、とても充実した時間を過ごしました。週末にはワインフェスティ
バルや伝統菓子のお祭りなど、いつも催しがあり飽きることはありません。また
音楽が盛んな国なので、街にはたくさんの劇場があり、毎日オペラやバレエなど
が行われています。学生であれば 150 円程で鑑賞できたので、月に一度はオペラ
座へ行きバレエを鑑賞していました。首都以外の様々な町へも出かけ、外国人観
光客が見当たらないような場所にも行きました。予約したホテルが潰れていたと
いうハプニングもありましたが、ハンガリー語を勉強しているからこそ、町の人
に助けを求め無事に楽しい旅行をすることができました。

留学を終えて、ハンガリーは私にとって第二の母国になりました。帰国して約
1 年が経ち、今は
ハンガリーでの生
活がとても恋しい
です。留学した全
員がハンガリーの
ことをもっと好き
になって帰って来
ます。みなさんも
私たちと一緒にハ
ンガリーファンに
な っ て み ま せ ん
か？

4年　早崎　悠揮

4年　本山　由佳
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　スウェーデン語の習得に強い意欲をもち、それを駆
使してスウェーデンの言語・文学・社会・歴史のいず
れかを積極的に探求しようとする人。

と思います。
　北欧を実地体験して理解する手段として留学や現地
での夏期語学講座参加も大いに考えられましょう。デ
ンマーク語を専攻する学生の場合は、デンマーク政府
の奨学金（9～10ヶ月間）による国費留学生として、
毎年日本から5名デンマークに留学できますが、本学
からは1 ～ 2名が合格しています。また、2・3年生
のときにデンマーク政府の短期奨学金（2週間）を得
て、デンマーク語の夏期講座に参加する学生も毎年3
～ 4名います。さらに私費でフォルケホイスコーレと
いう自由な学校に半年間、あるいは1年間留学する学
生も若干名、また、夏季に私費でフォルケホイスコー
レにおいてさまざまなコース（デンマークの文化と言
語、工芸、ダンス、音楽など）に参加する学生も多数
います。
　一方、スウェーデン語専攻でも、私費になりますが、
主として3年次になると8月中旬から翌年6月中旬まで
フォルクフーグスコーラに留学する学生が多くいま
す。また、毎夏開催される約3週間のサマーコースに
大学の夏休みを利用して参加し、スウェーデン語をブ
ラッシュアップする学生もいます。コースはスウェーデ
ン政府の海外スウェーデン語教育支援機関Swedish 
Instituteにバックアップされているため、短期とはい
え内容は充実しています。ところで、本学のスウェー
デン語専攻は同機関より日本における長年のスウェー
デン語教育・研究を高く評価され、「2007年スウェー
デン語教育・研究大賞」を授与されました。
　なお、本学はデンマークのコペンハーゲン大学なら
びにスウェーデンのイェーテボリ大学と学生交流の協
定を結んでおり、毎年、両大学へ若干名の学生が留学
することができます。また、2010年には南デンマー
ク大学人文学部と、2017年にはストックホルム大学
アジア・中東・トルコ学部と部局間協定が結ばれ、留
学先の幅がさらに広がりました。
　卒業生はメーカー、商社、金融機関、旅行社、マス
メディア、北欧資本の大企業、公務員、教育研究機関、
北欧各地の日本大使館や駐日の北欧の大使館などで
活躍しています。また、卒業後さらに研究を続けたい
人は本学の大学院へ進学することも考えられましょう。
　みなさんが、今後日本における北欧学の最先端の役
割を担うことを期待しています。

カール・フォン・リネーのハンマルビー別邸（ウップサーラ郊外）にて

スウェーデン語専攻
　デンマーク語の習得に強い意欲をもち、それを駆使
してデンマークの言語・文学・社会・歴史のいずれか
を積極的に探求しようとする人。

　デンマーク語専攻、スウェーデン語専攻は最初、
1966年4月に大阪外国語大学デンマーク語学科とし
て開設され、1985年4月にはスウェーデン語課程が
加えられデンマーク・スウェーデン語学科となりまし
た。そして、2007年10月から大阪大学外国語学部
デンマーク語専攻、スウェーデン語専攻として新たに
スタートしました。国立大学では唯一の北欧に関する
教育機関です。教育の対象は、デンマーク、スウェー
デンを中心とする北欧の言語、文学、社会、歴史です。
2年次までは専攻とする一方の言語を集中的に学習し
ます。「読み、書き、話す」に同じ比重が置かれ、外
国人教員は最初の段階からデンマーク語もしくはス
ウェーデン語のみで授業を行ないます。また、初年次
には北欧事情の講義が、2年次には両国の文学、社会、
歴史に関する概説的な講義もあります。3年次になる
と、自分の関心に応じて、言語、文学、社会、歴史い
ずれか1つの特別演習（ゼミ）を選択し４年次の卒論
執筆に向けて準備が始まります。授業を担当するの
は、それぞれの分野を専門とする両専攻の教員です。
ちなみに、3・4年次ではもう一方の言語やノルウェー
語、古アイスランド語も学習することができます。
　デンマーク語とスウェーデン語は、ノルウェー語、ア
イスランド語、フェーロー語とともに北ゲルマン語を構
成しています（北ゲルマン語は英語、ドイツ語、オラ
ンダ語などと系統的に近い関係にありますが、北欧地
域圏で話されているフィンランド語やグリーンランド語
はまったく別系統の言語です）。北ゲルマン語はフィン
ランドの一部を含めると北欧では約2千数百万人によっ
て使用されています。このうち、デンマーク語、スウェー
デン語、ノルウェー語の3言語の話者の間では、時に
は多少の困難があるにせよ、それぞれの言語を用いて
相互に意思の疎通ができます。したがって、これらの
1言語を会得すれば、他の2言語もかなりの程度まで
理解できます。文字の特徴としては、英語で使われる
26のアルファベットの他に、å（3言語共通）、æ、ø
（デ、ノ）、ä、ö（ス）があります。北欧の言語を理
解できる人は日本にはそう多くいません。みなさんに
はパイオニアの意気込みをもって励んでもらいたいと
思います。そして、福祉制度や民主主義が確固と根を
おろしている北欧の国々を深く知ることによって、世界
を複眼的に展望し、文化はもちろん、国際情勢をもグ
ローバルな視点から把握する能力を身につけてほしい

森の中での自然保育

デンマーク語専攻
デンマーク語専攻は、国公立大学で唯一デンマークについて専攻できる場所で

す。ここではデンマークという、小国ながら大きな存在感を持つ北欧の国を身近
に感じながら、デンマーク語を習得することができます。そしてデンマーク語を
ツールに、各々の興味のある分野の勉強に取り組むことができます。

そんなデンマーク語専攻について一番気に入っているのは、クラスの雰囲気の
良さです。20 人ほどで授業を受けるため、自然とみんな仲が良くなります。先生
との距離も近く、アットホームな雰囲気で、質問もしやすいです。

この専攻を選んだ理由は人により様々です。世界一幸せな国だと聞いたから、
北欧のデザインが好きだから、偏差値がちょうどよかったから…。でも、入って
しまえばみんな等しくなかなかのデンマークファンになっています。それだけ魅
力にあふれる国なのです。

そんなデンマークをこの目で見にいこう、と留学に行くクラスメイトも多くい
ます。政府奨学金、交換留学、フォルケホイスコーレなど、長期・短期にかかわ
らず様々な形の留学の
選択肢があるのも、こ
の専攻語の特色の一つ
です。先生方、先輩方
も留学について応援し
てくださいます。

少しでも興味を持た
れた方は、理由にあま
りこだわらず、ぜひデ
ンマーク語専攻に来て
みてください。楽しく
有意義な学生生活を過
ごせると、自信をもっ
ておすすめします。

『デンマーク発祥のハンドボールを現地でプレーしてみたい！』と、私は 3 年次
に体育系のフォルケホイスコーレに留学しました。学校唯一の日本人として、ハ
ンドボールとウェイトリフティングを学びながら過ごした刺激あふれる 10 ヶ月
は、私の『今』に大きく活きています。

現地でぶち当たった言葉の壁や、現地で所属したハンドボールチームでの技術
の壁に、当初は大学の授業や部活動で高めたものがほとんど通用しないと気分が
ふさぎ込む日々が続きました。しかし、「下を向くな。まずは心から楽しめ！ハン
ドボールを、デンマークを！」と周りから何度も力強く声をかけていただいたこ
とがきっかけで、私は失敗を恐れ、失敗に卑屈になって生きてきた自分に気付く
ことができました。

この体験から前向きに楽しく物事を考えられるようになった私は、何事にも悩
まず挑戦できるようになりました。結果ではなく、挑むことに価値があると分かっ
たからです。この『とにかく挑戦』スタイルは留学生活を通して、学校では多く
の友人を、ハンドボールチームでは試合の出場機会の増加とチームの昇格を私に
もたらしてくれました。もちろん、なかなか実感できなかったデンマーク語の上
達も。

海外留学は、語学の
みならず人としても成
長できる大きなチャン
スです。皆さんにとっ
てその国が、前向き
で、フレンドリーで、
冗談が好きで、暖かい
ハートの持ち主に多く
出会えるデンマークで
あれば本当に嬉しく思
います！

3年　勝矢　博子

4年　杉山　耕平

赤ちゃんスーツでアイススケートにも、『とにかく挑戦』！
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　スウェーデン語の習得に強い意欲をもち、それを駆
使してスウェーデンの言語・文学・社会・歴史のいず
れかを積極的に探求しようとする人。

と思います。
　北欧を実地体験して理解する手段として留学や現地
での夏期語学講座参加も大いに考えられましょう。デ
ンマーク語を専攻する学生の場合は、デンマーク政府
の奨学金（9～10ヶ月間）による国費留学生として、
毎年日本から5名デンマークに留学できますが、本学
からは1 ～ 2名が合格しています。また、2・3年生
のときにデンマーク政府の短期奨学金（2週間）を得
て、デンマーク語の夏期講座に参加する学生も毎年3
～ 4名います。さらに私費でフォルケホイスコーレと
いう自由な学校に半年間、あるいは1年間留学する学
生も若干名、また、夏季に私費でフォルケホイスコー
レにおいてさまざまなコース（デンマークの文化と言
語、工芸、ダンス、音楽など）に参加する学生も多数
います。
　一方、スウェーデン語専攻でも、私費になりますが、
主として3年次になると8月中旬から翌年6月中旬まで
フォルクフーグスコーラに留学する学生が多くいま
す。また、毎夏開催される約3週間のサマーコースに
大学の夏休みを利用して参加し、スウェーデン語をブ
ラッシュアップする学生もいます。コースはスウェーデ
ン政府の海外スウェーデン語教育支援機関Swedish 
Instituteにバックアップされているため、短期とはい
え内容は充実しています。ところで、本学のスウェー
デン語専攻は同機関より日本における長年のスウェー
デン語教育・研究を高く評価され、「2007年スウェー
デン語教育・研究大賞」を授与されました。
　なお、本学はデンマークのコペンハーゲン大学なら
びにスウェーデンのイェーテボリ大学と学生交流の協
定を結んでおり、毎年、両大学へ若干名の学生が留学
することができます。また、2010年には南デンマー
ク大学人文学部と、2017年にはストックホルム大学
アジア・中東・トルコ学部と部局間協定が結ばれ、留
学先の幅がさらに広がりました。
　卒業生はメーカー、商社、金融機関、旅行社、マス
メディア、北欧資本の大企業、公務員、教育研究機関、
北欧各地の日本大使館や駐日の北欧の大使館などで
活躍しています。また、卒業後さらに研究を続けたい
人は本学の大学院へ進学することも考えられましょう。
　みなさんが、今後日本における北欧学の最先端の役
割を担うことを期待しています。

カール・フォン・リネーのハンマルビー別邸（ウップサーラ郊外）にて

スウェーデン語専攻
　デンマーク語の習得に強い意欲をもち、それを駆使
してデンマークの言語・文学・社会・歴史のいずれか
を積極的に探求しようとする人。

　デンマーク語専攻、スウェーデン語専攻は最初、
1966年4月に大阪外国語大学デンマーク語学科とし
て開設され、1985年4月にはスウェーデン語課程が
加えられデンマーク・スウェーデン語学科となりまし
た。そして、2007年10月から大阪大学外国語学部
デンマーク語専攻、スウェーデン語専攻として新たに
スタートしました。国立大学では唯一の北欧に関する
教育機関です。教育の対象は、デンマーク、スウェー
デンを中心とする北欧の言語、文学、社会、歴史です。
2年次までは専攻とする一方の言語を集中的に学習し
ます。「読み、書き、話す」に同じ比重が置かれ、外
国人教員は最初の段階からデンマーク語もしくはス
ウェーデン語のみで授業を行ないます。また、初年次
には北欧事情の講義が、2年次には両国の文学、社会、
歴史に関する概説的な講義もあります。3年次になる
と、自分の関心に応じて、言語、文学、社会、歴史い
ずれか1つの特別演習（ゼミ）を選択し４年次の卒論
執筆に向けて準備が始まります。授業を担当するの
は、それぞれの分野を専門とする両専攻の教員です。
ちなみに、3・4年次ではもう一方の言語やノルウェー
語、古アイスランド語も学習することができます。
　デンマーク語とスウェーデン語は、ノルウェー語、ア
イスランド語、フェーロー語とともに北ゲルマン語を構
成しています（北ゲルマン語は英語、ドイツ語、オラ
ンダ語などと系統的に近い関係にありますが、北欧地
域圏で話されているフィンランド語やグリーンランド語
はまったく別系統の言語です）。北ゲルマン語はフィン
ランドの一部を含めると北欧では約2千数百万人によっ
て使用されています。このうち、デンマーク語、スウェー
デン語、ノルウェー語の3言語の話者の間では、時に
は多少の困難があるにせよ、それぞれの言語を用いて
相互に意思の疎通ができます。したがって、これらの
1言語を会得すれば、他の2言語もかなりの程度まで
理解できます。文字の特徴としては、英語で使われる
26のアルファベットの他に、å（3言語共通）、æ、ø
（デ、ノ）、ä、ö（ス）があります。北欧の言語を理
解できる人は日本にはそう多くいません。みなさんに
はパイオニアの意気込みをもって励んでもらいたいと
思います。そして、福祉制度や民主主義が確固と根を
おろしている北欧の国々を深く知ることによって、世界
を複眼的に展望し、文化はもちろん、国際情勢をもグ
ローバルな視点から把握する能力を身につけてほしい

森の中での自然保育

デンマーク語専攻
みなさんは、スウェーデンという国を聞いてイメージすることは何かあります

か？家具メーカーの IKEA や最近ではデザイナーの Lisa Larsson さんなど、実は
スウェーデンの文化は思っているよりも私たちの生活に浸透しています。

スウェーデン語専攻では、一年生と二年生のうちに基本的な語学力を身に着け
ます。二年間しっかりと勉強することで、英語でいうところの高校卒業レベル程
度まで習得できるようになります。もちろん、二年生までに語学的なことだけで
なく、スウェーデンを始めとした北欧の社会システムや文化についても学びます。

三年生からはそれぞれが興味を持った分野を研究していくために、社会、歴史、
文学、言語の四種類のゼミに分かれていきます。研究を進めていくうえで、三年
生からは新聞や学術文献等を読んでいくので、一、二年生の間で培った基礎がい
かされていきます。

また、多くの学生は、三年生の夏から約一年間スウェーデンに留学します。私
の場合はイェーテボリ大学に交換留学生として派遣されますが、多くの人たちは
folkhögskola（フォルクフーグスコーラ）という学校に留学し、音楽や芸術など
自分の好きなことを学
びながら、スウェーデ
ン語のスキルを磨いて
いきます。

もし、スウェーデン
について少しでも関心
があるなら、スウェー
デン語専攻は最高の環
境だと自負しています。
ですので、将来皆さん
が格致日新し、興味あ
る分野を学べることを
願っています。

期待と不安を胸に、重いスーツケースを転がしながら、森の中の学校へ足を踏
み入れた日のことを、今でも鮮明に覚えています。

私は2015年の8月から10ヶ月間、アリングソースという町の郊外にあるフォ
ルクフーグスコーラに私費で留学しました。フォルクフーグスコーラは、スウェー
デン国内に約 150 校ある成人教育機関で、様々なコースを扱っています。私はメ
ディアコミュニケーションというコースを選択し、写真、映画、ジャーナリズム
やグラフィックデザインを学びました。授業も教材も全てスウェーデン語で、初
めは不安でしたが、毎日勉強し、先生や友人に支えてもらい、ついていくことが
できました。休日は、映画鑑賞、お菓子作りや散歩をしました。

私が留学生活を満喫できたのは、豊かな自然とあたたかな人々のおかげでした。
スウェーデンは「森と湖の国」と言われています。学校の敷地内にも森と湖があり、
校舎から一歩出れば自然に包まれ、穏やかな気持ちになりました。また、留学先
の人々は朗らかであたたかく、私のスウェーデン語にいつも耳を傾けてくれまし
た。暗くて寒い冬も、友人たちと過ごせたので、心細さを感じたことは全くあり
ませんでした。

10 ヶ月間は長い
夢のようでした。楽
しいことも辛いこと
もありましたが、ス
ウェーデンの自然、
人々やゆっくりと流
れる時間を恋しく思
います。みなさんも
スウェーデンを肌で
感じる体験をしてみ
ませんか。

3年　寺西　萌

4年　向　梨渚
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　ドイツ語を本格的に学びたい人、ドイツ語圏の歴史
や文化を学ぶことをとおして現代ヨーロッパ社会への
理解を深めたいと思う人、ドイツ語圏の国々で生活し
たり働きたいと思う人を歓迎します。

　実社会・世界で活躍できる高度な実践的英語運用能
力を涵養するとともに、英米の言語、文学、文化、歴史、
政経、国際ビジネスの各分野において専門的知識を身
につけ、自らの主張を明確に発信しようとする学生を
求めています。

　ドイツ語は、ドイツだけでなく、スイス、オースト
リア、リヒテンシュタインなどの中部ヨーロッパの
国々に住む1億人ほどの人々が母語として用いている
言語です。その他にもチェコ、ハンガリー、ポーラン
ド、ロシアなど東欧諸国においては、英語に劣らず重
要視されています。数あるヨーロッパ諸言語の中で
も、ヨーロッパの文化や学問の形成に深く関わってき
た言語であるといえます。また現在、ドイツはEU（ヨー
ロッパ連合）の有力な一員であり、経済やエコロジー
の分野で世界的レベルの重要な役割を果たしていま
す。ドイツ語の学習を通してこのようなすぐれた文化
や社会に触れることができます。
　ドイツ語専攻では、日本人6名、ドイツ人1名の教
員を擁し、その他にも10数名の日本人、ドイツ人、
スイス人の講師がさまざまな授業を担当しています。
ドイツ語専攻に入学すると、まず前期課程の2年間は
文法・作文・購読・会話・LLなどの科目によって、ド
イツ語とドイツ語圏の文化に関する基礎知識を学びま
す。ドイツ語の言語的知識とコミュニケーション能力
を鍛錬する科目と並んで、講義や購読において、ドイ
ツ語圏の社会・文化・言語などに関する知識を深め、
3、4年生におけるドイツ語圏文化研究のための土台
を築くことになります。
　3、4年生（後期課程）では言語、文学、文化、思想、
歴史などといった多彩な分野の演習科目が用意されて
おり、自分が関心を持つ学問分野をベースキャンプと
して選択し、そこで専門的知識を深め、学生生活の総
決算である卒業論文を作成します。またこれと並行し
て関連する研究科目および会話や作文などのドイツ語
運用能力を高める科目も必修科目となっています。こ
のように整備されたプログラムと高い専門性を備えた
ドイツ語専攻を卒業した後は、ドイツ語のスペシャリ
ストあるいはドイツ語圏の国々で活躍できるエキス
パートとしての将来が皆さんを待ちうけています。

　グローバル化が進む現在、英語は、あらゆる領域に
おいてインタラクティヴに最新の情報を交換するコ
ミュニケーションに不可欠な世界言語として、極めて
重要な役割を果たしています。
　英語専攻は、グローバルに活躍できる高度な実践的
英語力と専門知識、そして自らの主張を明確に発信で
きるコミュニケーション能力を備えた人材を育成する
ことを目標にしています。この目標に向かって、1、
2年次に、徹底した語学実習により高い英語運用能力
を養い、3年次進級要件となる基準レベル（TOEIC 
730点、英検　準1級等）を上回る英語力を涵養する
とともに、言語学的に見た英語の姿、英語圏の文学・
文化についても幅広い知識を身につけます。進級後の
3、4年次では、ネイティブ教員によるDiscussionの
上級クラス、Essay Writing、同時通訳を含む多様な
専攻語科目により、さらなる英語運用能力の強化を図
ります。
　また3年次から専門的研究授業を受講するととも
に、文学・文化系、言語系、歴史・政経系の中からゼ
ミを選択。卒業までの2年間、ゼミで、専門書購読、
調査・研究、プレゼンテーション、討論により専攻領
域への理解を深め、英語による卒業論文の執筆が研究
の集大成となります。
　外国語学部英語専攻の最大の特徴は、プラクティカ
ルとアカデミックの両面で卓越した英語運用能力が
あってはじめて成立する国際水準の最先端の学問を追
究するという点です。そのためにも、皮相的な英語力
ではなく、将来を切り開くうえで大きな糧となる思考
能力、教養ある国際人が持つ高度なコミュニケーショ
ン能力の習得が期待されます。
　前身の大阪外大の徹底した少人数教育によって鍛え
上げられた英語専攻の卒業生は、商社、製造、金融、
流通、運輸、マスコミ、観光、通訳・翻訳、官公庁、
教育など、多方面で活躍しています。大学院に進学し、
研究者として活躍している人材も少なくありません。
優秀な卒業生を輩出してきた外大の伝統を受け継ぎ、
いっそうの飛躍を遂げる英語専攻は、皆さんの入学を
心よりお待ちしています。

ドイツ語専攻 英語専攻
皆さんはドイツ語の単語をいくつ知っているでしょうか？私たちの身の回りに

ドイツ語はあふれています。例えば、エネルギー（Energie）、バウムクーヘン
（Baumkuchen）、アルバイト（Arbeit）、ダックスフント（Dachshund）など
など。皆さん聞いたことある言葉ですよね。では、この単語はどうでしょうか。
何文字あるか数えてみてください。Rindfleischetikettierungsüberwachungs
aufgabenübertragungsgesetz　63 文字もあり、長いですよね。しかし、こ
れで一単語です。ちなみに牛肉標識監視作業譲渡法という法律名です。

ではドイツ人はどんな人たちだと思いますか？まじめで堅苦しく、規則を守り
日本人と似ているといわれています。しかし私がドイツへ行くと、路上で陽気に
話しかけてられ、信号無視をする人が多くカルチャーショックを受けました。

またドイツという国にどのようなイメージを持っていますか？サッカーが強い、
ビールやソーセージが有名、難民の受け入れ国、ヒトラーを生んだ国などでしょ
うか。ドイツ語を学んでいくにつれ、ドイツという国についても知ることができ
ます。ニュース記事を読んでみると、日本では伝えられていない情報を得ること
ができ、より深く実際のドイツについて学べます。ドイツでは何が問題となって
いるのか、ドイツでは何が
流行っているのか、EU の中
心的な国であるドイツにつ
いて知ることでヨーロッパ
を知る手がかりになります。

文学、音楽等ドイツ語を
学ぶ魅力はまだたくさんあ
ります。みなさんもともに
ドイツ語を学んでみません
か？　Auf Wiedersehen!

（さようなら）

周りの学生が 2 年生の夏頃には留学の準備を始める中、私は 3 年生になる直前
になってドイツへ行きたいと思い始めました。ただ時期的には少し遅く、何とか
ドイツへ行く方法はないか探したところ、友人からドイツのデュッセルドルフ大
学で日本語を教える実習生を募集しているという話を聞き、飛びつきました。

日本語教育の現場は毎日が勉強で、私にとってすべて新しいことばかりでした。
1 週目からさっそく授業を任され、毎週の授業の後に指導担当の先生からコメン
トやアドバイスを頂き、修正する作業を 10 か月間続けました。授業がうまくいか
ず自信をなくしたり、悩んだりする場面も多々ありました。しかし周りの人の支
えと明るく授業を受けてくれる学生たちのおかげで乗り越えることができました。
最後のほうは自信を持って授業を行うことができ、自分の人間としての成長を実
感しました。

幸運なことに、他の留学生とともに語学コースを受けたり、ドイツ人学生と一
緒に講義を聴講したりすることもできました。またドイツ人の友達と遊ぶ中でも、
ドイツ語の力が身につきました。そして、遊ぶことも語学の上達には大切なこと
だということを学びました。周りのドイツの方々はよく遊びに誘ってくれたし、
自分からも積極的に誰かをさそって外に出るようにしていました。

普通の留学とは形
は異なりますが、こ
のような形での海外
長期滞在も大阪大学
だからこそ経験でき
ることであり、自分
だけの特別な体験が
できてうれしく思っ
ています。

3年　林　真奈美

4年　丸井　雄生
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　ドイツ語を本格的に学びたい人、ドイツ語圏の歴史
や文化を学ぶことをとおして現代ヨーロッパ社会への
理解を深めたいと思う人、ドイツ語圏の国々で生活し
たり働きたいと思う人を歓迎します。

　実社会・世界で活躍できる高度な実践的英語運用能
力を涵養するとともに、英米の言語、文学、文化、歴史、
政経、国際ビジネスの各分野において専門的知識を身
につけ、自らの主張を明確に発信しようとする学生を
求めています。

　ドイツ語は、ドイツだけでなく、スイス、オースト
リア、リヒテンシュタインなどの中部ヨーロッパの
国々に住む1億人ほどの人々が母語として用いている
言語です。その他にもチェコ、ハンガリー、ポーラン
ド、ロシアなど東欧諸国においては、英語に劣らず重
要視されています。数あるヨーロッパ諸言語の中で
も、ヨーロッパの文化や学問の形成に深く関わってき
た言語であるといえます。また現在、ドイツはEU（ヨー
ロッパ連合）の有力な一員であり、経済やエコロジー
の分野で世界的レベルの重要な役割を果たしていま
す。ドイツ語の学習を通してこのようなすぐれた文化
や社会に触れることができます。
　ドイツ語専攻では、日本人6名、ドイツ人1名の教
員を擁し、その他にも10数名の日本人、ドイツ人、
スイス人の講師がさまざまな授業を担当しています。
ドイツ語専攻に入学すると、まず前期課程の2年間は
文法・作文・購読・会話・LLなどの科目によって、ド
イツ語とドイツ語圏の文化に関する基礎知識を学びま
す。ドイツ語の言語的知識とコミュニケーション能力
を鍛錬する科目と並んで、講義や購読において、ドイ
ツ語圏の社会・文化・言語などに関する知識を深め、
3、4年生におけるドイツ語圏文化研究のための土台
を築くことになります。
　3、4年生（後期課程）では言語、文学、文化、思想、
歴史などといった多彩な分野の演習科目が用意されて
おり、自分が関心を持つ学問分野をベースキャンプと
して選択し、そこで専門的知識を深め、学生生活の総
決算である卒業論文を作成します。またこれと並行し
て関連する研究科目および会話や作文などのドイツ語
運用能力を高める科目も必修科目となっています。こ
のように整備されたプログラムと高い専門性を備えた
ドイツ語専攻を卒業した後は、ドイツ語のスペシャリ
ストあるいはドイツ語圏の国々で活躍できるエキス
パートとしての将来が皆さんを待ちうけています。

　グローバル化が進む現在、英語は、あらゆる領域に
おいてインタラクティヴに最新の情報を交換するコ
ミュニケーションに不可欠な世界言語として、極めて
重要な役割を果たしています。
　英語専攻は、グローバルに活躍できる高度な実践的
英語力と専門知識、そして自らの主張を明確に発信で
きるコミュニケーション能力を備えた人材を育成する
ことを目標にしています。この目標に向かって、1、
2年次に、徹底した語学実習により高い英語運用能力
を養い、3年次進級要件となる基準レベル（TOEIC 
730点、英検　準1級等）を上回る英語力を涵養する
とともに、言語学的に見た英語の姿、英語圏の文学・
文化についても幅広い知識を身につけます。進級後の
3、4年次では、ネイティブ教員によるDiscussionの
上級クラス、Essay Writing、同時通訳を含む多様な
専攻語科目により、さらなる英語運用能力の強化を図
ります。
　また3年次から専門的研究授業を受講するととも
に、文学・文化系、言語系、歴史・政経系の中からゼ
ミを選択。卒業までの2年間、ゼミで、専門書購読、
調査・研究、プレゼンテーション、討論により専攻領
域への理解を深め、英語による卒業論文の執筆が研究
の集大成となります。
　外国語学部英語専攻の最大の特徴は、プラクティカ
ルとアカデミックの両面で卓越した英語運用能力が
あってはじめて成立する国際水準の最先端の学問を追
究するという点です。そのためにも、皮相的な英語力
ではなく、将来を切り開くうえで大きな糧となる思考
能力、教養ある国際人が持つ高度なコミュニケーショ
ン能力の習得が期待されます。
　前身の大阪外大の徹底した少人数教育によって鍛え
上げられた英語専攻の卒業生は、商社、製造、金融、
流通、運輸、マスコミ、観光、通訳・翻訳、官公庁、
教育など、多方面で活躍しています。大学院に進学し、
研究者として活躍している人材も少なくありません。
優秀な卒業生を輩出してきた外大の伝統を受け継ぎ、
いっそうの飛躍を遂げる英語専攻は、皆さんの入学を
心よりお待ちしています。

ドイツ語専攻 英語専攻
大阪大学外国語学部では、今までなかったような様々な体験が出来ます。一年

次は履修科目の選択肢が広く、様々なジャンルの中から自分の好きな授業を取る
ことが出来ます。英語専攻では、スピーキング・リスニング・ライティング・リー
ディングの 4 技能を補う授業が必修ですが、主にライティングとリスニングに重
点が置かれます。夏休みと春休みも 2 か月弱と長くなるので、それを利用して海
外旅行に行く学生も多いです。二年次からは箕面キャンパスに移り、より専門的な
勉強をします。教養科目も世界の文化を知るものが多く、映像作品や教科書を使い、
様々な角度からその国を分析します。三年次からはゼミの配属が決まり、履修科
目数も減ってくるので、合間にアルバイトやインターンシップをする人も多いで
す。英語専攻の場合、ゼミは合わせ
て 10 個あり、文学・演劇・歴史・
政治経済・言語学のジャンルが英米
に分かれて開講されています。四年
次では卒業論文を書く傍ら、就職や
進学の準備にいそしむ学生が殆どで
す。

大学では‘自分で考えること’を
重視するため、今まで以上に自習が
大事になってきます。履修や授業で
不明な所があれば、先輩に聞いてみ
るのが得策です。もう周りの先生は
懇切丁寧にやることを教えてくれま
せんから、積極的になって、後悔の
無いようにどんどん自分のやりたい
ことをやってください。

私はカリフォルニア大学サンタバーバラ校コミュニケーション専攻に 3 年生の
後期から 1 年間交換留学をしました。大阪大学では、アメリカ現代演劇のゼミに
入っていましたが、そこでの学びから、表現の根本であるコミュニケーションと
いう日本ではあまり学べない分野に興味を持ったからです。大阪大学で培った英
語力を本場で試したいという気持ちもありました。実際、留学は授業と生活の両
面で大変で、つらいときは、同じ専攻の、他地域に留学していた友達と悩みを共
有し、一緒に頑張りました。

留学先の授業はチャレンジングで、膨大な課題の量、授業スピードの速さにめ
げそうになったこともありました。しかし、英語専攻の授業で学んだエッセイの
書き方、ネイティヴの先生のディスカッションの授業などが役に立ち、GPA（成
績評価値）を落とさず留学を乗り切れました。特に、自分の専門のアメリカ現代
演劇の授業では、最高評価を得ることができ、日本での学びがアメリカで通用す
るという実感と自信を持って帰国し、ゼミに取り組めるようになりました。

ルームメイトとの共同生活は、価値観の違いで苦労もしましたが、お互いの文
化を知るいい機会になり、今も連絡を取り合うかけがいのない友達を作ることが
できました。

私 に と っ て 留 学
は、今までの学びを
違った視点から見つ
めなおし、より専攻
へ の 理 解 を 深 め る
きっかけで、これが
ゴールではありませ
ん。留学で得たもの
を生かし、今また大
阪大学で授業に取り
組んでいます。

3年　立谷　朱鳳

4年　村山　綾香
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　フランス語専攻では、フランス語やフランス語圏の
文化（文学、思想、歴史、政治、経済、芸術など）に
関心があり、その正しい知識と理解を深めたいと思っ
ている人を求めています。

　多様性と伝統を大切にするイタリアの言語、文学、歴
史、社会、文化等に強い関心を持ち、イタリア語の高度
な運用能力を身につけて、日本とイタリア両国の相互
理解に貢献しようという意欲のある人を歓迎します。

　フランス語は、中世の時代より現在に至るまで、芸
術や思想を生み出す支えの言語として、ヨーロッパ文
明において重要な役割を担ってきました。フランス文
学は中世の「ロランの歌」などに代表される叙事詩や
吟遊詩人達による叙情詩から、スタンダール、フロー
ベール、ユーゴー、プルーストなどの近代、現代の小
説に至るまで、世界でも他に類を見ない多様で豊かな
創造的世界を生み出してきました。哲学者のデカルト
やパスカル、ルソー、サルトルといった名前も皆さん
にはおなじみのことと思います。フランス語を使って
生み出された文学作品や哲学書は膨大な数にのぼりま
す。
　またフランス語は、フランス本国以外にも、ベル
ギー、スイス、カナダといった欧米諸国、あるいはカ
メルーン、コートジボアール、コンゴなど、かつてフ
ランス領やベルギー領であったアフリカ諸国の一部で
も公用語のひとつとして使われており、およそ1億の
人たちがフランス語を話していると言われています。
そして国連をはじめ、EUやユネスコなどの国際機関
においても公用語のひとつとなっています。あまりに
英語偏重の今の日本ですが、世界中を飛び交う情報の
中で、英語で流される情報はその一部でしかありませ
ん。複数の外国語を学んでおくことは、視野を拡げ、
他者をよりよく理解し、今のこの世界における様々な
事柄に関してより的確な判断を下すためにも、これか
らの私達にはぜひとも必要な作業なのではないでしょ
うか。
　私達はフランス語とフランス語が培ってきた芸術や
文化の魅力とその有用性を伝えるべく、中世の時代か
ら現代に至る文学、歴史、文化、言語学などできる限
り多種多様な分野の授業を用意して、皆さん方の期待
に応えたいと考えています。

　イタリア人で知っている名前を挙げてみてと言われ
たら、みなさん、どう答えるでしょうか。サッカー選
手のトッティ、映画俳優／監督のロベルト・ベニーニ、
靴のサルヴァトーレ・フェラガモなどの名前が挙がる
でしょうか。ちょっと詳しい人なら、ダンテやラファ
エロ、ガリバルディ、マリア・カラス、あるいはベル
ルスコーニといった名前も挙がるかもしれませんね。
　イタリアは、芸術、文学、音楽、ファッション、サッ
カー、映画など、様々な分野で個性的な才能を輩出し
てきた地域です。イタリア語を学ぶということは、こ
のような多様な文化領域にアプローチするうえで非常
に有効です。例えば、ミケランジェロの彫刻に興味が
あるという場合、ミケランジェロが書き残した手紙な
どを自分で読むことができたら、作品を理解するうえ
で大きな手がかりとなりますよね。また、劇や映画に
関心があるという場合、台本・脚本を自分で読んで、
役者の台詞の話し方やそのニュアンスまで理解するこ
とができれば、作品を見るうえで大いに役立つでしょ
う。
　ただ、どんな言語にもいえることですが、一つの外
国語を修得することは決して容易な話ではありませ
ん。イタリア語の場合、発音は非常に分かりやすいの
ですが、文法には少々厄介なところがあります。例え
ばイタリア語の名詞には、必ず男女の性別がありま
す、treno（列車）は男性名詞、piazza（広場）は女
性名詞といった具合に。面白いでしょ？
　1・2年次には、そのような点を含めてイタリア語
の基礎をしっかり身に付けることになります。3・4
年次には、習得したイタ
リア語を駆使して、様々
な専門分野の授業に参加
することになります。大
学の授業は決して簡単で
はありませんが、幸いな
ことに、語学の習得は、
努力すれば必ずそれだけ
の報いがあります。みな
さんと一緒に学ぶのを、
私たちも楽しみにしてい
ます。

フランス語専攻 イタリア語専攻

セーヌ河岸のルーブル宮 中部イタリア、世界遺産の街ピエンツァ

ロワール渓谷のシュノンソー城

Bonjour ！突然ですが質問です。フランス語のイメージはどのようなものです
か？イメージなんて湧かないという人も続きを読んでくださいね。僕が思う、フ
ランス語の魅力、それは流れるような、優雅な発音です。音がサラサラしていて、
聞いていて優しく、綺麗なのです。そんな美しいフランス語に触れてみませんか？

では、フランス語圏の文化のイメージはどのようなものですか？ファッション
やスウィーツ、サッカーといったイメージを持っていませんか？（もちろん間違
いではないです！）しかし、フランス語はフランスだけでなく、ベルギーやスイス、
カナダやアフリカの諸国でも使われています。なので、その文化も様々で、一括
りには出来ません。フランス語を学んで、様々な文化に触れてみませんか？

1学年が高校のクラスよりも少ないフランス語専攻では、すぐに友達と仲良くな
ります。日々の大学生活に加え、夏まつりや語劇祭といったイベントもあり、フ
ランス語を学ぶ友達や先輩と楽しく充実した日々を過ごせるのです！

フランス語を専攻すると、きっとフランス語もその文化も好きになります。実際、
僕は大好きになっちゃ
いました！このページ
を読んで、フランス語
に興味を持ってくれた
ら嬉しいです。そして
フランス語に恋に落ち
て、フランス語専攻を
選んでくれたらもっと
嬉しいです。フランス
語とその文化の新たな
一面を、皆さんと一緒
に知れる日を楽しみに
しておきますね！

私はローヌ・アルプ地方のグルノーブル大学連合に留学しました。グルノーブ
ルはアルプス山脈の麓にある、周囲を山で囲まれた自然豊かな街で、かつて冬季
オリンピックが開催された都市でもあります。

私はヨーロッパの街並みや雰囲気に憧れ、フランス語を専攻しました。そのた
め語学力を伸ばしたいという目的ももちろんありましたが、現地で生きた文化や
慣習を感じたいという思いから留学を決意しました。

最初は異国での生活に不安や戸惑いを感じ、フランス語を聞き取ることができ
ず授業で苦労した時期もありました。しかしそれを乗り越え、留学先で出会った
友人との交流を通して様々な考え方に出会ったり、数々の世界遺産や芸術作品を
目にしたり、教会の荘厳な雰囲気に感動したり、週末やバカンスのたびに国内や
周辺の国を旅行したり…。日本ではできない素晴らしい経験や出会いがたくさん
ありました。また、目が合えば笑顔であいさつを交わし、困っていると進んで声
をかけ助けてくれる、そんなフランスの方々の温かさや優しさに触れ、帰国する
頃にはフランスがもっと好きになっていました。

現地でフランスの空気を感じながら勉強できたことは、私にとって貴重でかけ
がえのない経験でし
た。留学を通して得
るものは語学力だけ
ではありません。日
本とは異なる文化の
中に飛び込み、生活
することで他にも得
られるものが数多く
あります。みなさん
もぜひ、今しかでき
ない経験に挑戦して
みてください！

3年　小西　隆司

4年　小杉 ほの花

25



　フランス語専攻では、フランス語やフランス語圏の
文化（文学、思想、歴史、政治、経済、芸術など）に
関心があり、その正しい知識と理解を深めたいと思っ
ている人を求めています。

　多様性と伝統を大切にするイタリアの言語、文学、歴
史、社会、文化等に強い関心を持ち、イタリア語の高度
な運用能力を身につけて、日本とイタリア両国の相互
理解に貢献しようという意欲のある人を歓迎します。

　フランス語は、中世の時代より現在に至るまで、芸
術や思想を生み出す支えの言語として、ヨーロッパ文
明において重要な役割を担ってきました。フランス文
学は中世の「ロランの歌」などに代表される叙事詩や
吟遊詩人達による叙情詩から、スタンダール、フロー
ベール、ユーゴー、プルーストなどの近代、現代の小
説に至るまで、世界でも他に類を見ない多様で豊かな
創造的世界を生み出してきました。哲学者のデカルト
やパスカル、ルソー、サルトルといった名前も皆さん
にはおなじみのことと思います。フランス語を使って
生み出された文学作品や哲学書は膨大な数にのぼりま
す。
　またフランス語は、フランス本国以外にも、ベル
ギー、スイス、カナダといった欧米諸国、あるいはカ
メルーン、コートジボアール、コンゴなど、かつてフ
ランス領やベルギー領であったアフリカ諸国の一部で
も公用語のひとつとして使われており、およそ1億の
人たちがフランス語を話していると言われています。
そして国連をはじめ、EUやユネスコなどの国際機関
においても公用語のひとつとなっています。あまりに
英語偏重の今の日本ですが、世界中を飛び交う情報の
中で、英語で流される情報はその一部でしかありませ
ん。複数の外国語を学んでおくことは、視野を拡げ、
他者をよりよく理解し、今のこの世界における様々な
事柄に関してより的確な判断を下すためにも、これか
らの私達にはぜひとも必要な作業なのではないでしょ
うか。
　私達はフランス語とフランス語が培ってきた芸術や
文化の魅力とその有用性を伝えるべく、中世の時代か
ら現代に至る文学、歴史、文化、言語学などできる限
り多種多様な分野の授業を用意して、皆さん方の期待
に応えたいと考えています。

　イタリア人で知っている名前を挙げてみてと言われ
たら、みなさん、どう答えるでしょうか。サッカー選
手のトッティ、映画俳優／監督のロベルト・ベニーニ、
靴のサルヴァトーレ・フェラガモなどの名前が挙がる
でしょうか。ちょっと詳しい人なら、ダンテやラファ
エロ、ガリバルディ、マリア・カラス、あるいはベル
ルスコーニといった名前も挙がるかもしれませんね。
　イタリアは、芸術、文学、音楽、ファッション、サッ
カー、映画など、様々な分野で個性的な才能を輩出し
てきた地域です。イタリア語を学ぶということは、こ
のような多様な文化領域にアプローチするうえで非常
に有効です。例えば、ミケランジェロの彫刻に興味が
あるという場合、ミケランジェロが書き残した手紙な
どを自分で読むことができたら、作品を理解するうえ
で大きな手がかりとなりますよね。また、劇や映画に
関心があるという場合、台本・脚本を自分で読んで、
役者の台詞の話し方やそのニュアンスまで理解するこ
とができれば、作品を見るうえで大いに役立つでしょ
う。
　ただ、どんな言語にもいえることですが、一つの外
国語を修得することは決して容易な話ではありませ
ん。イタリア語の場合、発音は非常に分かりやすいの
ですが、文法には少々厄介なところがあります。例え
ばイタリア語の名詞には、必ず男女の性別がありま
す、treno（列車）は男性名詞、piazza（広場）は女
性名詞といった具合に。面白いでしょ？
　1・2年次には、そのような点を含めてイタリア語
の基礎をしっかり身に付けることになります。3・4
年次には、習得したイタ
リア語を駆使して、様々
な専門分野の授業に参加
することになります。大
学の授業は決して簡単で
はありませんが、幸いな
ことに、語学の習得は、
努力すれば必ずそれだけ
の報いがあります。みな
さんと一緒に学ぶのを、
私たちも楽しみにしてい
ます。

フランス語専攻 イタリア語専攻

セーヌ河岸のルーブル宮 中部イタリア、世界遺産の街ピエンツァ

ロワール渓谷のシュノンソー城

Ciao, tutti!（こんにちは、みなさん！）
「イタリア」と聞いてみなさんはどのようなことをイメージするでしょうか？私

はイタリアに数多く存在する世界遺産や各都市の景観に惹かれてイタリア語専攻
の門を叩きました。ピザやパスタといった食文化であったり、ダンテのような文
豪やラファエロやダ・ヴィンチといった巨匠であったりと、興味・関心の的は各
人各様だと思います。

大学の講義では1年・2年次は文法や会話などの基礎演習を行い、3年次以降は
応用演習や自分の興味のある分野について研究します。イタリア語専攻は先輩と
後輩の結びつきも強く、全学年での食事会も年に数回行われます。ですので、「イ
タリアに留学したい！」あるいは漠然と「留学してみたい」と考えている人もい
るかと思いますが、イタリア語専攻にいるたくさんの人が様々な国への留学を経
験しているので、気軽に質問したりアドバイスをもらったりすることができるの
で安心してください。私も約 1 年間、英語とイタリア語の習得を目指しアイルラ
ンドとイタリアへ留学していました。先生や先輩たちの貴重な体験談を聞いて、
期待と不安を抱きながら実際に現地で過ごし、現在みなさんにその経験を伝える
側になっています。

最後になりましたが、イ
タリア語専攻の一員として
みなさんと共に学ぶことを
楽しみにしています。

Ci vediamo! （またお会
いしましょう！）

私は13ヶ月間、イタリアのシチリア島にあるパレルモ大学に留学していました。
シチリア島はイタリア半島の南に位置する地中海に浮かぶ島で、アフリカ大陸と
も非常に近いため、アラブやノルマンなどの様々な文化が融合した独自の文化を
持っています。この独自の文化や豊かで美しい自然に惹かれて、私はシチリア島
への留学を決めました。

当初、私の周囲にはシチリア島に留学したことのある人はおろかシチリア島を
訪れたことのある人さえいませんでした。全く新しい環境に飛び込んでいくこと
は非常に勇気のいることですが、こうした経験が私に失敗を恐れず困難に向き合
う度胸とチャレンジ精神を授けてくれました。

大学の語学コースにはシチリアの地理的な特徴から、アフリカから家族を残し
て移民してきた学生たちも大勢いました。留学前はニュースでしか見聞きするこ
とがないと思っていた出来事が、実際に彼らと過ごし話を聞くことで、非常に身
近で身に差し迫った問題に感じました。また、多くの学生たちと過ごし、ジェラー
トやインフィオラータの国際大会に参加するなど、多くの経験を積むことが出来
ました。留学を通じて、今までとは全く異なった新しい世界を体験し、自分の殻
を破って視野や限界
を広げることが出来
ました。学生時代に
このような貴重な経
験をすることが出来
て、留学に携わった
全ての人たちに感謝
しています。

4年　姫島　鷹平

4年　工藤 祐規子
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　スペイン語を意欲的に習得し、学んだスペイン語を
とおしてスペイン語言語学はもとよりスペインの文学
や歴史、その他スペイン語圏の文化一般に関する知識
を積極的に身につけ、スペインおよびスペイン語世界
について総合的に理解したいと希望する人。

　ポルトガル語の高度な運用能力を身につけたいとい
う熱意のある人。ポルトガルやブラジルの言語や文
学、文化や歴史に強い関心をもち、習得したポルトガル
語を駆使してそれらを探求しようという意欲のある人。

　スペイン語は、スペインのみならず、アメリカ合衆国の一部
およびメキシコから南米のチリ、アルゼンチンに至るまでの実
に広大な空間（ブラジルを除く）で、3億人以上の人々によっ
て話されている言語です。スペイン語の重要性は、国連の公用
語の一つとされていることからも明白です。話される地域が広
く、話す人の数も多いという事実は、今日の国際社会において、
私たち日本人がスペイン語と接する機会がますます多くなるこ
とを意味します。スペインおよびスペイン語世界は、様々な意
味で大いなる可能性を秘めた魅力溢れる世界であり、「スペイ
ン語はそれを知る人の未来を開く」と言っても過言ではありま
せん。
　もちろん、スペイン語を知っているだけでは十分ではありま
せん。スペインおよびスペイン語世界の文化一般に関する知識
を総合的に身につけていることが肝要です。しかし、それは並
大抵の努力でできるものではありません。あくまでも努力目標
であり、それに近づくために、まずは個々の分野の様々な知識
を正確かつ着実に身につけていくことから始めなければなりま
せん。スペイン語専攻の授業も、限られたスタッフと時間のな
かで、そのために組まれています。皆さんに課せられた使命は、
1、2年次において、スペイン語を正確に「読む、書く、聞く、
話す」能力を身につけ、それを駆使しさらに磨きつつ、3、4
年次において、スペイン語学やスペイン文学、スペイン史、イ
スパノアメリカ文学などの専門的な多くの知識を学び、それを
土台に各人が自己の価値観をとおして独自のスペイン観もしく
はスペイン語世界観を構築することです。
　スペインおよびスペイン語世界を総合的に理解するには、少
し控えめに言って、その文化一般を知るには、スペイン語の習
得が不可欠であり、逆に、文化を知らなければ真の意味でのス
ペイン語の習得もあり得ないということを肝に銘じて下さい。
そして、スペイン語世界のことなら何でも知ってやろうという
貪欲な気持ちで、4年間の勉学に励んでもらいたいと思いま
す。皆さんには、可能性と魅力溢れるスペイン語世界が開かれ
ています。

トレド全景

アルハンブラ宮殿ライオンの中庭
（グラナダ） 聖家族教会（バルセロナ）

　ポルトガルはユーラシア大陸の最西端に位置し、12
世紀にイスラム教徒からの「国土回復運動」の過程で
独立国としての第一歩を踏み出しました。その後、ポ
ルトガルが「大航海時代」の先駆者として、アフリカ、
アジア、アメリカ大陸へと進出した歴史はよく知られ
ています。その結果、ポルトガル語は現在、ポルトガ
ルだけにとどまらず、南アメリカのブラジル、あるい
はアフリカの旧ポルトガル植民地5カ国（アンゴラ、
モザンビーク、ギニアビサウ、カーボヴェルデ、サン
トメ・プリンシペ）、また21世紀になって独立した東
ティモールなどでも使われており、その話者は2億人
を超えています。
　本学でポルトガル語を専攻する学生は、1・2年次に
は、外国人教師による会話の授業を含め、ポルトガル
語を総合的に学習し基礎力を身につけます。その後、
ポルトガル語圏の言語や文学、文化を勉強することに
なります。ポルトガルやブラジルというと、サッカー
や音楽、格闘技などを思い浮かべる人が多いのですが、
それらにとどまらず、各地域の歴史や文学、文化に幅
広い関心をもってほしいと思います。また、各自が選
択したテーマにしたがい自ら研究を深め、卒業論文を
執筆するのも3・4年次の重要な活動になります。
　多彩な地域で、数多くの人々によって話されるポル
トガル語を勉強することは、視野を広げ、世界の多様
な文化を理解し、いろいろな国の人々とコミュニケー
ションを行ううえで、大きな力になります。皆さんも
そのようなポルトガル語を身につけて海外へと大きく
飛躍してくれることを期待しています。

ブラジルのリオデジャネイロ市の景観　中央の岩山が「パン・デ・アスカル」

「大航海時代」の栄華をいまに伝える
リスボンのジェロニモス修道院（16世紀）

スペイン語専攻 ポルトガル語専攻 Olá, como estás?

太陽と情熱の国スペイン。そんなキャッチフレーズに魅せられて「スペインに
行きたい」と思ったことが、私がスペイン語に興味を持ったきっかけでした。こ
のような単純な動機からスペイン語を選んだ私ですが、スペイン語がもたらす広
く多様な世界は私をどんどん魅了していきました。スペイン語通訳のアルバイト
や留学先で出会った人々など、スペイン語を学習しているからこそできた経験が
あり出会えた人々がいます。そしてそのどれもが貴重な財産です。

スペイン語を学習する魅力は、何といってもスペイン語の先にある多様な世界
や人だと思います。21 の国や地域で 3 億人以上の人々が公用語としてスペイン語
を使用しており、それぞれの国や地域に独自の文化があります。そうした多様な
世界を、言語、文学、歴史など様々な観点から捉えることでスペイン語世界の広
さや奥深さを感じることができます。スペイン料理やテレビで目にするサグラダ・
ファミリアなど日本にいながらスペイン文化に触れる機会があり、日々の生活の
中でスペイン語圏に関するものに興味をもってしまうのはスペイン語専攻の性か
もしれません。

学生生活では予習や課題に追われることもありますが、先生方の熱心な指導の
もと勉強を続ければ確
かなスペイン語力が身
につきます。

スペイン語に興味を
持つ理由は人それぞれ
だと思いますが、スペ
イン語がもたらす広く
多様な世界ならば皆さ
んのどんな想いにもこ
たえてくれるはずで
す。

私はスペインの首都であるマドリードから少し離れた、アルカラ・デ・エナー
レスという都市にある、アルカラ大学に留学しました。

大学の授業では、特にスピーキングとリスニングを中心に授業を選択し、とき
にはスペインの歴史を勉強したり、映画鑑賞もしました。スペイン語文法の授業
では、日本で教えられるのとは少し異なる方法で説明がなされることもあり、様々
な切り口で文法を知ることができ、興味深い授業だと思いました。はじめは、話
すスピードの速いネイティブのスペイン語に苦労することもありましたが、ホー
ムステイ先の家族や大学などで出会うスペイン人の助けを借りながら学習を重ね
て、語学力をあげることができました。特に、政治・文化などに関する抽象的な
話題であっても、相手の意見をきちんと理解し、また自分自身の考えも発信する
ことができるようになったことは非常にうれしかったです。

また、日本語を学習するスペインの方々との交流会を通じて、スペインの友人
たちに日本の文化を紹介する機会がありました。私自身、スペイン語で日本文化
を紹介する難しさを感じるとともに、日本語や日本についても改めて考える良い
機会となりました。

留学によって語学力
があがったことはもち
ろん、国を超えて信頼
できる家族、友人に出
会えたこと、それが留
学で得られた一番のこ
とです。

4年　川村　優也

4年　平田 みのり
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　スペイン語を意欲的に習得し、学んだスペイン語を
とおしてスペイン語言語学はもとよりスペインの文学
や歴史、その他スペイン語圏の文化一般に関する知識
を積極的に身につけ、スペインおよびスペイン語世界
について総合的に理解したいと希望する人。

　ポルトガル語の高度な運用能力を身につけたいとい
う熱意のある人。ポルトガルやブラジルの言語や文
学、文化や歴史に強い関心をもち、習得したポルトガル
語を駆使してそれらを探求しようという意欲のある人。

　スペイン語は、スペインのみならず、アメリカ合衆国の一部
およびメキシコから南米のチリ、アルゼンチンに至るまでの実
に広大な空間（ブラジルを除く）で、3億人以上の人々によっ
て話されている言語です。スペイン語の重要性は、国連の公用
語の一つとされていることからも明白です。話される地域が広
く、話す人の数も多いという事実は、今日の国際社会において、
私たち日本人がスペイン語と接する機会がますます多くなるこ
とを意味します。スペインおよびスペイン語世界は、様々な意
味で大いなる可能性を秘めた魅力溢れる世界であり、「スペイ
ン語はそれを知る人の未来を開く」と言っても過言ではありま
せん。
　もちろん、スペイン語を知っているだけでは十分ではありま
せん。スペインおよびスペイン語世界の文化一般に関する知識
を総合的に身につけていることが肝要です。しかし、それは並
大抵の努力でできるものではありません。あくまでも努力目標
であり、それに近づくために、まずは個々の分野の様々な知識
を正確かつ着実に身につけていくことから始めなければなりま
せん。スペイン語専攻の授業も、限られたスタッフと時間のな
かで、そのために組まれています。皆さんに課せられた使命は、
1、2年次において、スペイン語を正確に「読む、書く、聞く、
話す」能力を身につけ、それを駆使しさらに磨きつつ、3、4
年次において、スペイン語学やスペイン文学、スペイン史、イ
スパノアメリカ文学などの専門的な多くの知識を学び、それを
土台に各人が自己の価値観をとおして独自のスペイン観もしく
はスペイン語世界観を構築することです。
　スペインおよびスペイン語世界を総合的に理解するには、少
し控えめに言って、その文化一般を知るには、スペイン語の習
得が不可欠であり、逆に、文化を知らなければ真の意味でのス
ペイン語の習得もあり得ないということを肝に銘じて下さい。
そして、スペイン語世界のことなら何でも知ってやろうという
貪欲な気持ちで、4年間の勉学に励んでもらいたいと思いま
す。皆さんには、可能性と魅力溢れるスペイン語世界が開かれ
ています。

トレド全景

アルハンブラ宮殿ライオンの中庭
（グラナダ） 聖家族教会（バルセロナ）

　ポルトガルはユーラシア大陸の最西端に位置し、12
世紀にイスラム教徒からの「国土回復運動」の過程で
独立国としての第一歩を踏み出しました。その後、ポ
ルトガルが「大航海時代」の先駆者として、アフリカ、
アジア、アメリカ大陸へと進出した歴史はよく知られ
ています。その結果、ポルトガル語は現在、ポルトガ
ルだけにとどまらず、南アメリカのブラジル、あるい
はアフリカの旧ポルトガル植民地5カ国（アンゴラ、
モザンビーク、ギニアビサウ、カーボヴェルデ、サン
トメ・プリンシペ）、また21世紀になって独立した東
ティモールなどでも使われており、その話者は2億人
を超えています。
　本学でポルトガル語を専攻する学生は、1・2年次に
は、外国人教師による会話の授業を含め、ポルトガル
語を総合的に学習し基礎力を身につけます。その後、
ポルトガル語圏の言語や文学、文化を勉強することに
なります。ポルトガルやブラジルというと、サッカー
や音楽、格闘技などを思い浮かべる人が多いのですが、
それらにとどまらず、各地域の歴史や文学、文化に幅
広い関心をもってほしいと思います。また、各自が選
択したテーマにしたがい自ら研究を深め、卒業論文を
執筆するのも3・4年次の重要な活動になります。
　多彩な地域で、数多くの人々によって話されるポル
トガル語を勉強することは、視野を広げ、世界の多様
な文化を理解し、いろいろな国の人々とコミュニケー
ションを行ううえで、大きな力になります。皆さんも
そのようなポルトガル語を身につけて海外へと大きく
飛躍してくれることを期待しています。

ブラジルのリオデジャネイロ市の景観　中央の岩山が「パン・デ・アスカル」

「大航海時代」の栄華をいまに伝える
リスボンのジェロニモス修道院（16世紀）

スペイン語専攻 ポルトガル語専攻 Olá, como estás?

Ola! Come estás? こんにちは！ポルトガル語専攻へようこそ！
皆さんはポルトガル語と聞いてどんなイメージをもちますか？
ポルトガル語はポルトガルはもちろん、2016 年リオオリンピックが開催され

たブラジル、アフリカのモザンビークやアンゴラなど 8 か国の公用語として使わ
れており、その話者は2億人を超える、大規模で多様性溢れる言語です。

私が 1 年ポルトガル語を勉強し、この専攻に入って良かったと思うことは、視
野が広がったことです。私は以前はヨーロッパのポルトガルにしか興味がなく、
ブラジルというと治安が悪く危険なイメージがありました。しかし、授業でブラ
ジルの文化、歴史、観光を学ぶことで今まで知らなかった魅力に気づかされ、い
つの間にか夢中になっている自分がいました。1つの国だけでなく、多くの国の魅
力を知ることができるのもポルトガル語専攻の魅力ではないでしょうか。

またもう一つポルトガル語専攻の魅力として皆さんにお伝えしたいのはクラス
のにぎやかさです。ポルトガル語専攻には陽気な人が多く、クラスにはいつも笑
いが絶えません。仲の良さは同学年だけにとどまらず、定期的にCafé com Leite
というポルトガル語を話す留学生との交流会が開かれ、学年問わず、一緒にブラ
ジルの伝統料理を作ったり、話をしたりします。留学後の先輩もいるので留学に
ついて聞くこともできます。

さぁ、次はあなたの番です。皆さんと一緒にポルトガル語を学ぶのを楽しみに
しています。

私は 2016 年の 2 月から 7 月までの半年間、ブラジルのサンパウロ大学へ留学
してきました。

サンパウロ大学での授業においては、普段は日本で学んでいることについて、
その本場で現地の学生と共に学ぶという大変貴重な時間を過ごすことができ、日々
たくさんの新たな発見がありました。現地の学生と同じクラスで学ぶため、宿題
の量も彼らと同じで、たくさんの文献を読むのにとても苦労しましたが、私が困っ
ているときにはいつも、ブラジル人のみんなが手を差し伸べてくれました。「あり
がとう」と伝えると、「応援してるよ！」と明るい笑顔で答えてくれたのがとても
印象に残っています。突然やってきた留学生の私に対しても彼らはいつも優しく
してくれて、新たな土地で不安だった私をいつも支えてくれました。

またサンパウロは、都会的なビル群と雄大な自然をあわせ持つとても魅力的な
都市です。時間があるときには、中心部の目抜き通りにある美術館を訪れたり、
歴史あるシアターへオーケストラを聴きに行ったり、また一方では車で少し郊外
へ行って、大自然に囲まれながら空を見上げて、友人とたくさんのことを語り合っ
たりもしました。

みなさんにとってブ
ラジルは、まだ遠い異
国の地であるかもしれ
ません。しかしそこに
はとてもあたたかい心
をもった陽気な人々の
暮らす、活気あふれる
世界が広がっていま
す。ポルトガル語を学
び、そんなまだ見ぬ彼
らのもとへ飛び出して
みませんか？

2年　若林 実奈美

4年　西村　茉由
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　日本語専攻では、外国語を身につけ、外国の事情を
知った上で日本語・日本文化を客観的に捉えることに
興味のある人、日本語教育に深い関心のある人、外国
語を基礎にグローバルな観点から日本を世界に発信す
る意欲のある人を求めています。

日本語を母語として日常的に使っているみなさんの
中には、「外国語学部で日本語を学ぶとはどういうこと
なのか？」という疑問を抱く人も少なからずいるので
はないでしょうか。しかし、ふだん何気なく使ってい
る日本語の中にも、よく考えてみると不思議なナゾが
たくさんあります。例えば日本語を学んでいる外国人
から、「『バス停に止まる』と『バス停で止まる』の違
いは何か」とか、「どうして感謝する時に『すみません』
と言うのか」などと聞かれたら、どのように答えれば
いいでしょうか。

このような問いに答えるには、母語である日本語を
外から見つめ直し、他の言語と比べながら考える必要
があります。日本語専攻では、日本語学・言語学・日
本語教育学・日本文化学の領域にわたって、日本語を
外国語のように観察して客観的に見る目を養い、幅広
い視野から日本語・日本文化を捉えることのできる人
材の育成を目指しています。日本語専攻の学生はそれ
ぞれ、24の言語のうち一つを専攻言語として学ぶこと
になっています（＊）。外国語を学んだ上で日本語を深
く探求できるのは、外国語学部の日本語専攻だからこ
そできる最大のメリットです。また、日本語専攻には
毎年10名の留学生が入学して、日本人学生と共に学ん
でいるので、教室の中でも日常的に多言語・多文化環
境が実現されています。さらに、日本語教育に関心の
ある人には、教育実習の目的を兼ねた海外派遣や交換
留学の機会も設けています。

外国語を身につけて日本を世界に向けて発信した
い・日本と世界との交流を通じて社会に貢献したい・
外国語の言語能力を活かして日本語教育の現場で活躍
したいなど、グローバルな視点に立って日本語と関わ
り合いたいと願うみなさんにぜひ来ていただきたいと
思います。

（＊）専攻言語について
 日本人学生については下記の24専攻言語の中か

ら一つ。なお、外国人留学生については日本語。

＜専攻言語＞
中国語、朝鮮語、モンゴル語、インドネシア語、
フィリピン語、タイ語、ベトナム語、ビルマ語、
ヒンディー語、ウルドゥー語、アラビア語、
ペルシア語、トルコ語、スワヒリ語、ロシア語、
ハンガリー語、デンマーク語、スウェーデン語、
ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、
スペイン語、ポルトガル語

日本語専攻
どの言語にするか決められない、そこの受験生！最も多くの言語に触れられる

チャンスがあるのは、どの専攻だと思いますか？答えは、まさかまさかの“日本
語”専攻なんです！私たちは、24言語の中から専攻言語を選んで勉強しています。
様々な言語を学ぶ仲間が同じ専攻内にいるなんて、とってもわくわくしませんか？
日本語専攻はまさに、世界の縮図といえます。

海外に行きたいのに、日本語専攻なんて…と思っている、そこの受験生！日本
語専攻には、学部時代から世界で活躍する人が数多くいます。学生として留学す
るのではなく、日本語教師として海外の高校や大学で働くことができるんです！
日本語学習者がいる国であれば、世界各国どこへでも行くことができます。行っ
た先の言葉が話せなくても大丈夫！日本語で日本語を教えるからです。たとえば、
私の友人は専攻言語がポルトガル語ですが、今はタイの高校で日本語の授業の
ティーチングアシスタントをしています。でも、日本語を全く知らない人に、ど
うやって日本語だけで日本語を教えるのでしょうか。その方法を知りたくありま
せんか？日本語専攻に入れば、夢も可能性も無限大に広がっていきます。

まだやりたいことが見つかっていない、人生にもっとトキメキが欲しい、そこ
の受験生！まずはオー
プンキャンパスで日本
語専攻をのぞいてみて
ください。そこには今
まで見たことも、経験
したこともない世界が
広がっています。

私は 2016 年 5 月から 12 月までミャンマーのマンダレーにある日本語学校に
講師として勤務しました。私が勤務する以前にも何人もの先輩方が勤務していた
学校で、私も先輩の紹介で働かせていただくことになりました。海外で教壇に立っ
てみると、教えていると同時に数多くのことを教わっていることに気づきます。
教師として海外に行くということは、留学とは全く異なる次元のことなのだと思
います。もちろん、現地語を学び、その語学力を生かして異文化理解に努めるこ
ともとても大切なことです。実際、日本語専攻には留学している人もたくさんい
ます。しかし私は日本語を教えることを通じてミャンマーと関わり、相互理解を
深めていくことで大きく成長できました。そして、日本語教育は人と人、国と国
をつなげることのできる仕事なのだと感じました。そのため、私は今後も良き日
本語教師を目指して努力を続けていこうと思います。

しかし、私は初めから日本語教師になりたかったわけではありません。入学前
はまさか自分が日本語教師を志すとは思ってもみませんでした。ただ面白そうと
いう理由で入学した日本語専攻でしたが、ここで過ごしたことによって、自分の
本当にやりたいことを見つけることができました。もし日本語や日本文化につい
て、そして日本語教育について興味がある人がいたら、私は日本語専攻をお勧め
します。

3年　村上 のぞみ

4年　茶圓　直人

タイのサトリーウィッタヤー2高校で卒業生と
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　日本語専攻では、外国語を身につけ、外国の事情を
知った上で日本語・日本文化を客観的に捉えることに
興味のある人、日本語教育に深い関心のある人、外国
語を基礎にグローバルな観点から日本を世界に発信す
る意欲のある人を求めています。

日本語を母語として日常的に使っているみなさんの
中には、「外国語学部で日本語を学ぶとはどういうこと
なのか？」という疑問を抱く人も少なからずいるので
はないでしょうか。しかし、ふだん何気なく使ってい
る日本語の中にも、よく考えてみると不思議なナゾが
たくさんあります。例えば日本語を学んでいる外国人
から、「『バス停に止まる』と『バス停で止まる』の違
いは何か」とか、「どうして感謝する時に『すみません』
と言うのか」などと聞かれたら、どのように答えれば
いいでしょうか。

このような問いに答えるには、母語である日本語を
外から見つめ直し、他の言語と比べながら考える必要
があります。日本語専攻では、日本語学・言語学・日
本語教育学・日本文化学の領域にわたって、日本語を
外国語のように観察して客観的に見る目を養い、幅広
い視野から日本語・日本文化を捉えることのできる人
材の育成を目指しています。日本語専攻の学生はそれ
ぞれ、24の言語のうち一つを専攻言語として学ぶこと
になっています（＊）。外国語を学んだ上で日本語を深
く探求できるのは、外国語学部の日本語専攻だからこ
そできる最大のメリットです。また、日本語専攻には
毎年10名の留学生が入学して、日本人学生と共に学ん
でいるので、教室の中でも日常的に多言語・多文化環
境が実現されています。さらに、日本語教育に関心の
ある人には、教育実習の目的を兼ねた海外派遣や交換
留学の機会も設けています。

外国語を身につけて日本を世界に向けて発信した
い・日本と世界との交流を通じて社会に貢献したい・
外国語の言語能力を活かして日本語教育の現場で活躍
したいなど、グローバルな視点に立って日本語と関わ
り合いたいと願うみなさんにぜひ来ていただきたいと
思います。

（＊）専攻言語について
 日本人学生については下記の24専攻言語の中か

ら一つ。なお、外国人留学生については日本語。

＜専攻言語＞
中国語、朝鮮語、モンゴル語、インドネシア語、
フィリピン語、タイ語、ベトナム語、ビルマ語、
ヒンディー語、ウルドゥー語、アラビア語、
ペルシア語、トルコ語、スワヒリ語、ロシア語、
ハンガリー語、デンマーク語、スウェーデン語、
ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、
スペイン語、ポルトガル語

日本語専攻
アドミッション・ポリシー

言語を通して文化を学び、文化を通して言語を学ぶ
学 部 学 科 専 　 攻

入 学 定 員

授与学位 学士（言語・文化）

外国語学部
3年次編入学

580名
10名

外国語学部では、自国と外国の言語・文化・社会に強い関心を持つ、
次のような学生を受け入れます。

部
学
語
国
外

世界25言語の専攻

外

　国

　語

　学

　部

外

　国

　語

　学

　科

外国語学部外国語学科は、25に及ぶ世界の諸言語
の専攻語教育課程を設け、世界の言語と言語を基底
とする地域文化の教育研究の集積拠点として、幅広
く、そして深く世界・文化・地域を学ぶことができ
ます。

さまざまな文化背景を持つ人々とコミュニケー
ションをとることができる能力を身につけたい人

世界の言語・文化・社会に関する専門的
な知識を身につけたい人

外国語を駆使して、外国の文化や社会の
研究をしたい人

外国の言語や文化・社会に対する理解を通じ
て、自国の言語や文化・社会を探求したい人

異文化間の対話と相互理解を深める架け
橋となりたい人

世界的規模の諸問題を解決するために、
国際的な協力を推進したい人

中国語専攻
朝鮮語専攻
モンゴル語専攻
インドネシア語専攻
フィリピン語専攻
タイ語専攻
ベトナム語専攻
ビルマ語専攻
ヒンディー語専攻
ウルドゥー語専攻
アラビア語専攻
ペルシア語専攻
トルコ語専攻
スワヒリ語専攻
ロシア語専攻
ハンガリー語専攻
デンマーク語専攻
スウェーデン語専攻
ドイツ語専攻
英語専攻
フランス語専攻
イタリア語専攻
スペイン語専攻
ポルトガル語専攻
日本語専攻
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◆カリキュラムの体系は、
　大きく【全学共通教育科目】と【専門教育科目】に区分されます。

外国語学部のカリキュラム

　外国語学部では、全学共通教育科目として、「教養教育科目」、「言
語・情報教育科目」、「基礎セミナー」、「健康・スポーツ教育科目」、「専
門基礎教育科目」を合わせて26単位以上修得することとなっています。
　専門教育科目には、「専攻語科目」、「専攻科目」、「関連科目」、「卒
業論文」等が配置され、100単位以上を修得することとなっています。
専門教育科目の根幹である「専攻語科目」は、1・2年次で履修する実
習の科目と3・4年次で履修する演習の科目から構成されます。
　なお、1年次に配当される授業は原則として豊中キャンパスで実施さ
れ、2年次以降に配当される授業は、箕面キャンパスで実施されます。

全
学
共
通
教
育
科
目

共
通
教
育
科
目

専
門
教
育
科
目

専
門
教
育
科
目

◆カリキュラムのあらまし

教養教育科目、言語・情報教育科目、基礎セミナー

専門基礎教育科目

健康・スポーツ
教育科目

専攻語科目
（1年実習）

専攻語科目
（2年実習）

専攻語科目
（演習）

関連科目（学部共通科目[方法論科目※1、地域系科目※2、特設科目※3]、研究外国語※4、兼修語学※5）

卒業論文

国際交流科目、コミュニケーションデザイン科目、グローバルコラボレーション科目

２６

１００

専攻科目
（演習）

専攻科目
（講義）

教職科目※6

1年次 2年次 3年次 4年次

　外国語学部の卒業生は、在学時代に培った語学力とそれに基づいた豊富な知識を糧に、社会の様々な分野で活躍し
ています。大阪外国語大学時代より脈々と受け継がれたOB・OGとの繋がりも卒業生が増すごとに、より強固なもの
になっています。
　外国語学部卒業生のうち、約84％が就職し、残る約16％が国内の大学院への進学や海外の大学又は大学院へ留学
をしています。大阪大学の他の学部と比べても就職希望者の多い学部と言えます。多くの外国語学部生が在学中に経
験する短期・長期の留学は、彼／彼女らにとっては社会（世界）へはばたく助走なのかもしれません。
　以下のように卒業生の就職先は多業種にわたっています。入学してから自己を見つめなおし、4年間をかけて自分
に合った進路を模索していく姿勢を見につけ、理想の就職ができるよう、外国語学部も全力でサポートします。

外国語学部を卒業すると
就職状況

外国語学部卒業生の主な就職先

製造業 金融・保険業

DMG森精機
Honda
アステラス製薬
キリンホールディングス
コマツ
シャープ
ダイキン工業
デンソー
トヨタ自動車
ニプロ
ヤマハ
ライオン
久光製薬
三井造船
三菱電機
三菱日立パワーシステムズ
昭和シェル石油
神戸製鋼
村田製作所
東レ
日本板硝子
日立造船
富士通テン

卸売・小売業

ニトリ
ファーストリテイリング　グループ
伊藤忠商事
近鉄百貨店
三菱商事
住友商事
双日
日本ロレアル
豊田通商
明治屋

情報通信業

NTTデータ
NTTドコモ
NTT西日本
SCSK
ソフトバンク
テレビ朝日
テレマート
ビズリーチ
ファーストロジック
ユナイテッド
ワークスアプリケーションズ
共同通信社
産業経済新聞社
中央コンピューター
朝日放送
日本放送協会（NHK）

SMBC日興証券
あいおいニッセイ同和損害保険
ソニー生命保険
みずほフィナンシャルグループ
みずほ銀行
りそなホールディングス
三井住友カード
三井住友銀行
三菱UFJ信託銀行
三菱東京UFJ銀行
損保ジャパン日本興亜
大和証券
第一生命保険
池田泉州銀行
東京海上日動火災保険
日本生命保険
野村證券
郵便局

宿泊・飲食・複合サービス業

ANAセールス
JTBメディアリテーリング
LEGOLAND Japan
エイチ・アイ・エス
シティ・コム
パソナ
プリンスホテル
ベッセル
ロイヤルホテル
宇宙航空研究開発機構
楽天
近鉄百貨店
集英社
情報戦略テクノロジー
東輪堂
日本旅行
富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ

官公庁・教員 等

外務省
財務省
国土交通省
近畿管区警察局
近畿公安調査局
大阪府庁
兵庫県庁
富山県庁
福井県教育委員会
滋賀県教育委員会
京都府教育委員会
大阪市役所
松原市役所
池田市役所　　　　　　等

（２０１6年度卒業生）
進路・就職状況（2016 年度卒業生）

業種別　就職者数（2016年度卒業生）

※1 言語学概論、文化概論、文学概論、芸術史、文化史、国際関係史　等
※2 東アジア言語文化概論、東南アジア社会文化概論、現代アラブ地域概論、アフリカ政治経済講義、北欧現代社会概説、

英語国際ビジネスコミュニケーション入門、スペイン文学概論、日本語教育学講義　等
※3 キャリアデザイン論、異文化理解演習　等
※4 アイヌ語、ヘブライ語、西アフリカ諸語、バントゥ諸語、オランダ語、カタルニア語、ガリシア語、バスク語　等
※5 中国語、朝鮮語、アラビア語、スワヒリ語、ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語
※6 卒業に必要な単位には算入されません。         

就職者 82.9％

就職者 83.6％

国内進学者 8.3％

留学・その他 8.8％

国内進学者 6.3％

留学・その他 10.1％

女子

男子

男子

女子

教育・学習支援業 4.3％

製造業 30.6％
教育・学習支援業 3.9％

情報通信業 7.8％

卸売・小売業
12.8％

金融・保険業
14.6％

運輸・郵便業 3.3％

金融・保険業
14.4％

製造業 31.2％公務員 8.1％

その他の専門・技術
サービス業 14.4％

運輸・郵便業 4.5％

情報通信業 8.9％

その他 4.3％

その他 5.0％

その他の専門・技術
サービス業 12.8％

公務員 9.4％

卸売・小売業 9.5％
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◆カリキュラムの体系は、
　大きく【全学共通教育科目】と【専門教育科目】に区分されます。

外国語学部のカリキュラム

　外国語学部では、全学共通教育科目として、「教養教育科目」、「言
語・情報教育科目」、「基礎セミナー」、「健康・スポーツ教育科目」、「専
門基礎教育科目」を合わせて26単位以上修得することとなっています。
　専門教育科目には、「専攻語科目」、「専攻科目」、「関連科目」、「卒
業論文」等が配置され、100単位以上を修得することとなっています。
専門教育科目の根幹である「専攻語科目」は、1・2年次で履修する実
習の科目と3・4年次で履修する演習の科目から構成されます。
　なお、1年次に配当される授業は原則として豊中キャンパスで実施さ
れ、2年次以降に配当される授業は、箕面キャンパスで実施されます。
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◆カリキュラムのあらまし

教養教育科目、言語・情報教育科目、基礎セミナー

専門基礎教育科目

健康・スポーツ
教育科目

専攻語科目
（1年実習）

専攻語科目
（2年実習）

専攻語科目
（演習）

関連科目（学部共通科目[方法論科目※1、地域系科目※2、特設科目※3]、研究外国語※4、兼修語学※5）

卒業論文

国際交流科目、コミュニケーションデザイン科目、グローバルコラボレーション科目

２６

１００

専攻科目
（演習）

専攻科目
（講義）

教職科目※6

1年次 2年次 3年次 4年次

　外国語学部の卒業生は、在学時代に培った語学力とそれに基づいた豊富な知識を糧に、社会の様々な分野で活躍し
ています。大阪外国語大学時代より脈々と受け継がれたOB・OGとの繋がりも卒業生が増すごとに、より強固なもの
になっています。
　外国語学部卒業生のうち、約84％が就職し、残る約16％が国内の大学院への進学や海外の大学又は大学院へ留学
をしています。大阪大学の他の学部と比べても就職希望者の多い学部と言えます。多くの外国語学部生が在学中に経
験する短期・長期の留学は、彼／彼女らにとっては社会（世界）へはばたく助走なのかもしれません。
　以下のように卒業生の就職先は多業種にわたっています。入学してから自己を見つめなおし、4年間をかけて自分
に合った進路を模索していく姿勢を見につけ、理想の就職ができるよう、外国語学部も全力でサポートします。

外国語学部を卒業すると
就職状況

外国語学部卒業生の主な就職先

製造業 金融・保険業

DMG森精機
Honda
アステラス製薬
キリンホールディングス
コマツ
シャープ
ダイキン工業
デンソー
トヨタ自動車
ニプロ
ヤマハ
ライオン
久光製薬
三井造船
三菱電機
三菱日立パワーシステムズ
昭和シェル石油
神戸製鋼
村田製作所
東レ
日本板硝子
日立造船
富士通テン

卸売・小売業

ニトリ
ファーストリテイリング　グループ
伊藤忠商事
近鉄百貨店
三菱商事
住友商事
双日
日本ロレアル
豊田通商
明治屋

情報通信業

NTTデータ
NTTドコモ
NTT西日本
SCSK
ソフトバンク
テレビ朝日
テレマート
ビズリーチ
ファーストロジック
ユナイテッド
ワークスアプリケーションズ
共同通信社
産業経済新聞社
中央コンピューター
朝日放送
日本放送協会（NHK）

SMBC日興証券
あいおいニッセイ同和損害保険
ソニー生命保険
みずほフィナンシャルグループ
みずほ銀行
りそなホールディングス
三井住友カード
三井住友銀行
三菱UFJ信託銀行
三菱東京UFJ銀行
損保ジャパン日本興亜
大和証券
第一生命保険
池田泉州銀行
東京海上日動火災保険
日本生命保険
野村證券
郵便局

宿泊・飲食・複合サービス業

ANAセールス
JTBメディアリテーリング
LEGOLAND Japan
エイチ・アイ・エス
シティ・コム
パソナ
プリンスホテル
ベッセル
ロイヤルホテル
宇宙航空研究開発機構
楽天
近鉄百貨店
集英社
情報戦略テクノロジー
東輪堂
日本旅行
富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ

官公庁・教員 等

外務省
財務省
国土交通省
近畿管区警察局
近畿公安調査局
大阪府庁
兵庫県庁
富山県庁
福井県教育委員会
滋賀県教育委員会
京都府教育委員会
大阪市役所
松原市役所
池田市役所　　　　　　等

（２０１6年度卒業生）
進路・就職状況（2016 年度卒業生）

業種別　就職者数（2016年度卒業生）

※1 言語学概論、文化概論、文学概論、芸術史、文化史、国際関係史　等
※2 東アジア言語文化概論、東南アジア社会文化概論、現代アラブ地域概論、アフリカ政治経済講義、北欧現代社会概説、

英語国際ビジネスコミュニケーション入門、スペイン文学概論、日本語教育学講義　等
※3 キャリアデザイン論、異文化理解演習　等
※4 アイヌ語、ヘブライ語、西アフリカ諸語、バントゥ諸語、オランダ語、カタルニア語、ガリシア語、バスク語　等
※5 中国語、朝鮮語、アラビア語、スワヒリ語、ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語
※6 卒業に必要な単位には算入されません。         

就職者 82.9％

就職者 83.6％

国内進学者 8.3％

留学・その他 8.8％

国内進学者 6.3％

留学・その他 10.1％

女子

男子

男子

女子

教育・学習支援業 4.3％

製造業 30.6％
教育・学習支援業 3.9％

情報通信業 7.8％

卸売・小売業
12.8％

金融・保険業
14.6％

運輸・郵便業 3.3％

金融・保険業
14.4％

製造業 31.2％公務員 8.1％

その他の専門・技術
サービス業 14.4％

運輸・郵便業 4.5％

情報通信業 8.9％

その他 4.3％

その他 5.0％

その他の専門・技術
サービス業 12.8％

公務員 9.4％

卸売・小売業 9.5％
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交 換留学制度
大阪大学

　大阪大学外国語学部では、諸外国の113大学との間で交換留学を行っ
ています。この制度で留学すると、本学の授業料を納めておいて留学先
の大学で学ぶという形になりますので、留学先の大学で授業料などを払
う必要はありません。また、留学
先の大学で修得した単位は、本学
部の卒業に要する単位に算入する
ことができます。（すべてとは限
りません）。なお、奨学金（月額5
～10万円：平成28年度実績）の
支給を受けることができる場合も
あります。

【ドイツ】
●ミュンヘンルートゥヴィヒ・マクシミリアン大学
●ミュンヘン工科大学
●アーヘン工科大学
●エアランゲン・ニュルンベルク・
　フリードリヒ・アレクサンダー大学
●アウグスブルグ大学
●ビーレフェルト大学
●ルール・ボーフム大学
●ゲッティンゲン大学
●ベルリン工科大学
●ヨハン・ヴォルフガング・ゲーテ大学
　フランクフルト・アム・マイン
●カールスルーエ工科大学
★ハインリヒ・ハイネ（デュッセルドルフ）大学
★フランクフルト応用科学大学
●★ハイデルベルク大学

【オランダ】
●デルフト工科大学
●グローニンゲン大学

【スウェーデン】
●スウェーデン王立工科大学
●イェーテボリ大学

【デンマーク】
●コペンハーゲン大学
★南デンマーク大学

【ノルウェー】
★ベルゲン大学

【フィンランド】
●オーボアカデミー大学
●ヘルシンキ大学

【オーストリア】
●ウィーン大学

【モンゴル】
●モンゴル国立大学

【台　湾】
●国立成功大学
●国立清華大学
●国立台湾大学
●国立交通大学
★国立高雄第一科技大学

【インドネシア】
●バンドン工科大学
●ガジャマダ大学
★ウダヤナ大学

●インドネシア大学
●アイルランガ大学
★アンダラス大学

【トルコ】
★ボアジチ大学

【カタール】
●カタール大学

【ミャンマー】
●ヤンゴン大学

【インド】
●インド工科大学
　ハイデラバード校
★ジャワーハルラール・
　ネルー大学
★ティラク・マハーラー
　シュトラ大学
★デリー大学

【スイス】
●スイス連邦工科大学
　ローザンヌ校
●スイス連邦工科大学
　チューリッヒ校
★チューリヒ大学

【ロシア】
●サンクトペテルブルク大学
★ウラル連邦大学
★モスクワ言語大学

【カナダ】
●ブリティッシュ・コロンビア大学
●マックマスター大学
●トロント大学

【アメリカ】
●ワシントン大学
●テキサスA&M大学
●ナザレスカレッジローチェスター校
●ウェズリアンカレッジ
●カリフォルニア大学
●ジョージア大学
●ライス大学
●パデュー大学
★ジョージア州立大学

【メキシコ】
●メキシコ国立自治大学

【ペルー】
●ローマ教皇庁立
　ペルー・カトリック大学

【ブラジル】
●サンパウロ大学

【中　国】
●香港中文大学
●同済大学
●西安交通大学
●上海交通大学
●武漢大学
●南京大学

●復旦大学
●北京大学
●浙江大学
●清華大学
●北京師範大学
●香港大学

★北京語言大学
★華中師範大学
★深圳大学
★上海外国語大学

【韓　国】
●延世大学校
●全南大学校
●釜山大学校
●ソウル大学校
●慶尚大学校

●忠南大学校
●中央大学校
●昌原大学校
●漢陽大学校

【フィリピン】
●デ・ラ・サール大学
●フィリピン国立大学
●アテネオ・デ・マニラ大学

【ベトナム】
●ハノイ国家大学
●日越大学
★ハノイ大学
★ホーンバーン国際大学
★ホーチミン市師範大学
★ハノイ師範大学

【オーストラリア】
●アデレード大学
●クィーンズランド大学
●オーストラリア国立大学
●モナシュ大学

【ハンガリー】
●エトヴェシュ・ロラーンド大学
★カーロリ・ガーシュパール
　カルビン派大学
★セゲド大学

【連合王国】
●リーズ大学
●シェフィールド大学
●ノッティンガム大学
★ロンドン大学

【スペイン】
●バリャドリード大学
●マドリッドアウトノマ大学
★サンティアゴ・デ・コンポステラ大学

【ポルトガル】
★リスボン新大学

【エジプト】
●アレキサンドリア大学
★アスワン大学
★カイロ大学

【ベルギー】
● ルーヴァン・カトリック大学[UCL]
★ルーヴァン・カトリック大学[KU Leuven]

【フランス】
●グルノーブル大学連合
●ストラスブール大学
●ピエール・マリ・キュリー大学
●パリ国立高等化学学院
●ボルドー大学
●エックス・マルセイユ大学
★リール政治学院

大阪大学外国語学部で
学ぶことのできる言語

日本語
中国語
朝鮮語
モンゴル語
インドネシア語
フィリピン語
タイ語
ベトナム語
ビルマ語
ヒンディー語
ウルドゥー語
アラビア語
ペルシア語
トルコ語
スワヒリ語
ロシア語
ハンガリー語
デンマーク語
スウェーデン語
ドイツ語
英語
フランス語
イタリア語
スペイン語
ポルトガル語

上記言語のほか、研究外国語として以下の言語を学ぶことができます。
台湾語、アイヌ語、ウィグル語、古典チベット語、現代チベット語、サンスクリット語、パーリ語、ベンガル語、
ヘブライ語、アラム語、シリア語、マルタ語、カザフ語、東・南アフリカ諸語、西アフリカ諸語、バントゥ諸語、
ポーランド語、古代教会スラブ語、ウクライナ語、リトアニア語、チェコ語、オランダ語、ガリシア語、バスク語、
カタルニア語、ラテン語、エスペラント語

●／大学間　★／部局間　（平成29年７月現在）

学生交流協定大学

海外留学について

●外国政府等の奨学金による留学／
交換留学以外には次の方法などがあります。

●外国政府等の奨学金による留学／その他財団等の奨学金留学
毎年、約30カ国の政府または政府機関、及び民間団体が奨学金留学生を募集しています。
大学に募集通知のあるものについては、その都度掲示します。それ以外の募集について
は、専攻の教員等に相談してみるとよいでしょう。

●私費による留学
自己負担で希望の大学に留学します。留学先の大学情報等については、自ら十分調査して
おくことが必要です。また、専攻の教員、先輩にも相談してみるとよいでしょう。

【タイ】
●チュラロンコン大学
●マヒドン大学
●カセサート大学
●モンクット王トンブリ工科大学
●チェンマイ大学
●タマサート大学
★コーンケーン大学
★シラパコーン大学
★ランシット大学
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交換留学制 度
大阪大学

　大阪大学外国語学部では、諸外国の113大学との間で交換留学を行っ
ています。この制度で留学すると、本学の授業料を納めておいて留学先
の大学で学ぶという形になりますので、留学先の大学で授業料などを払
う必要はありません。また、留学
先の大学で修得した単位は、本学
部の卒業に要する単位に算入する
ことができます。（すべてとは限
りません）。なお、奨学金（月額5
～10万円：平成28年度実績）の
支給を受けることができる場合も
あります。

【ドイツ】
●ミュンヘンルートゥヴィヒ・マクシミリアン大学
●ミュンヘン工科大学
●アーヘン工科大学
●エアランゲン・ニュルンベルク・
　フリードリヒ・アレクサンダー大学
●アウグスブルグ大学
●ビーレフェルト大学
●ルール・ボーフム大学
●ゲッティンゲン大学
●ベルリン工科大学
●ヨハン・ヴォルフガング・ゲーテ大学
　フランクフルト・アム・マイン
●カールスルーエ工科大学
★ハインリヒ・ハイネ（デュッセルドルフ）大学
★フランクフルト応用科学大学
●★ハイデルベルク大学

【オランダ】
●デルフト工科大学
●グローニンゲン大学

【スウェーデン】
●スウェーデン王立工科大学
●イェーテボリ大学

【デンマーク】
●コペンハーゲン大学
★南デンマーク大学

【ノルウェー】
★ベルゲン大学

【フィンランド】
●オーボアカデミー大学
●ヘルシンキ大学

【オーストリア】
●ウィーン大学

【モンゴル】
●モンゴル国立大学

【台　湾】
●国立成功大学
●国立清華大学
●国立台湾大学
●国立交通大学
★国立高雄第一科技大学

【インドネシア】
●バンドン工科大学
●ガジャマダ大学
★ウダヤナ大学

●インドネシア大学
●アイルランガ大学
★アンダラス大学

【トルコ】
★ボアジチ大学

【カタール】
●カタール大学

【ミャンマー】
●ヤンゴン大学

【インド】
●インド工科大学
　ハイデラバード校
★ジャワーハルラール・
　ネルー大学
★ティラク・マハーラー
　シュトラ大学
★デリー大学

【スイス】
●スイス連邦工科大学
　ローザンヌ校
●スイス連邦工科大学
　チューリッヒ校
★チューリヒ大学

【ロシア】
●サンクトペテルブルク大学
★ウラル連邦大学
★モスクワ言語大学

【カナダ】
●ブリティッシュ・コロンビア大学
●マックマスター大学
●トロント大学

【アメリカ】
●ワシントン大学
●テキサスA&M大学
●ナザレスカレッジローチェスター校
●ウェズリアンカレッジ
●カリフォルニア大学
●ジョージア大学
●ライス大学
●パデュー大学
★ジョージア州立大学

【メキシコ】
●メキシコ国立自治大学

【ペルー】
●ローマ教皇庁立
　ペルー・カトリック大学

【ブラジル】
●サンパウロ大学

【中　国】
●香港中文大学
●同済大学
●西安交通大学
●上海交通大学
●武漢大学
●南京大学

●復旦大学
●北京大学
●浙江大学
●清華大学
●北京師範大学
●香港大学

★北京語言大学
★華中師範大学
★深圳大学
★上海外国語大学

【韓　国】
●延世大学校
●全南大学校
●釜山大学校
●ソウル大学校
●慶尚大学校

●忠南大学校
●中央大学校
●昌原大学校
●漢陽大学校

【フィリピン】
●デ・ラ・サール大学
●フィリピン国立大学
●アテネオ・デ・マニラ大学

【ベトナム】
●ハノイ国家大学
●日越大学
★ハノイ大学
★ホーンバーン国際大学
★ホーチミン市師範大学
★ハノイ師範大学

【オーストラリア】
●アデレード大学
●クィーンズランド大学
●オーストラリア国立大学
●モナシュ大学

【ハンガリー】
●エトヴェシュ・ロラーンド大学
★カーロリ・ガーシュパール
　カルビン派大学
★セゲド大学

【連合王国】
●リーズ大学
●シェフィールド大学
●ノッティンガム大学
★ロンドン大学

【スペイン】
●バリャドリード大学
●マドリッドアウトノマ大学
★サンティアゴ・デ・コンポステラ大学

【ポルトガル】
★リスボン新大学

【エジプト】
●アレキサンドリア大学
★アスワン大学
★カイロ大学

【ベルギー】
● ルーヴァン・カトリック大学[UCL]
★ルーヴァン・カトリック大学[KU Leuven]

【フランス】
●グルノーブル大学連合
●ストラスブール大学
●ピエール・マリ・キュリー大学
●パリ国立高等化学学院
●ボルドー大学
●エックス・マルセイユ大学
★リール政治学院

大阪大学外国語学部で
学ぶことのできる言語

日本語
中国語
朝鮮語
モンゴル語
インドネシア語
フィリピン語
タイ語
ベトナム語
ビルマ語
ヒンディー語
ウルドゥー語
アラビア語
ペルシア語
トルコ語
スワヒリ語
ロシア語
ハンガリー語
デンマーク語
スウェーデン語
ドイツ語
英語
フランス語
イタリア語
スペイン語
ポルトガル語

上記言語のほか、研究外国語として以下の言語を学ぶことができます。
台湾語、アイヌ語、ウィグル語、古典チベット語、現代チベット語、サンスクリット語、パーリ語、ベンガル語、
ヘブライ語、アラム語、シリア語、マルタ語、カザフ語、東・南アフリカ諸語、西アフリカ諸語、バントゥ諸語、
ポーランド語、古代教会スラブ語、ウクライナ語、リトアニア語、チェコ語、オランダ語、ガリシア語、バスク語、
カタルニア語、ラテン語、エスペラント語

●／大学間　★／部局間　（平成29年７月現在）

学生交流協定大学

海外留学について

●外国政府等の奨学金による留学／
交換留学以外には次の方法などがあります。

●外国政府等の奨学金による留学／その他財団等の奨学金留学
毎年、約30カ国の政府または政府機関、及び民間団体が奨学金留学生を募集しています。
大学に募集通知のあるものについては、その都度掲示します。それ以外の募集について
は、専攻の教員等に相談してみるとよいでしょう。

●私費による留学
自己負担で希望の大学に留学します。留学先の大学情報等については、自ら十分調査して
おくことが必要です。また、専攻の教員、先輩にも相談してみるとよいでしょう。

【タイ】
●チュラロンコン大学
●マヒドン大学
●カセサート大学
●モンクット王トンブリ工科大学
●チェンマイ大学
●タマサート大学
★コーンケーン大学
★シラパコーン大学
★ランシット大学
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　私が大学受験をした2012年は、尖閣
諸島問題で日中関係が冷え切った時期で
した。なぜ日本と中国は隣国同士こんな
にも仲が悪いのだろう？その疑問を解決
するためには、自分で中国語を学び、中
国に行き、実際に感じてみなければわか
らない!!と思い、大阪大学の中国語を受
験しました。
　5年間を振り返ってみると、大学生活
は非常に充実したものでした。1年間の

上海交換留学に加え、北京、雲南、浙江などさまざまな都市を訪
れました。留学経験をとおして、中国の悠久な歴史や文化、広大
な自然といった多くの魅力にも気づくことができました。一方で
日中間の政治的軋轢が、日中両国民に対して、相互不理解を招い

ていると感じることも多々ありました。
　そして今私は外務省で、日中の架け橋となれるよう、立派な外
交官になれるよう、日々努力しています。外国語学部で学んだこ
とを直接活かせる、とてもやりがいのある仕事だと思います。外
国語を学ぶことは、異文化理解の第一歩です。自分の見える世界
を広げ、そして世界と繋がることができる、ここに外国語を学ぶ
楽しさがあるのではないでしょうか。
　みなさんが大阪大学外国語学部に入学し、素敵な大学生活を送
れることを願っています。また世界で活躍できる人材として、将
来一緒にお仕事できる日が来るのを楽しみにしています。

外務省 高田 章平（ ）2017年３月卒業
中国語専攻

　こんにちは！皆さんはどのような思い
でこの冊子を手にしていますか？外国語
学部に興味はあるけれど「マイナー言語
が話せていいことある？」「卒業後はど
うなるの？」と疑問を持っていませんか。
　私はタンザニアでの滞在を含め５年間
大学に在籍し、現在は会社で働いていま
す。さて、皆さんは昨今の【企業が求め
る人材】はどのような人だと思います
か？それは【自分でものを考え、自分で

行動できる人】です。私はこの力をスワヒリ語専攻で身に着けた
と企業にアピールし、オファーを複数もらいました。
　【ものを考える力】とは物事をいろんな方向から見る力だと思
います。スワヒリ語を道具として身に着けると、現地の人たちの

価値観を体験できます。大阪大学での充実した授業に加え、スワ
ヒリ語の文学作品を読んだり、タンザニアの友人とカフェでお喋
りしたり、お泊り会をしたりする中で、新たな物の見方を知り、
物事を様々な方向から見ることが習慣になります。
　また、スワヒリ語専攻には交換留学の提携校がなかったので、
私は自分がやりたい事を踏まえて、現地の大学やNGOと交渉を
し【自分で行動】しました。これもスワヒリ語専攻のパワフルな
先生、先輩、同級生が周りにいてくれたからこそできました。
　自分がトキメクものを追求していると、高校の時の自分と全く
別人になれてしまう学部、それが外国語学部です。皆さんも自分
のトキメキを追求して下さい!!素敵な大学生活が待っているはず
です！

ソニー㈱ （ ）2017年３月卒業
スワヒリ語専攻

　学びとは、一人で得られるものではな
く、素敵な人々との出会いからこそ得ら
れるものだと思います。そしてその学び
は、自分を磨いてくれるのです。だから
私は学ぶこと、人との出会いが好きです。
　私が英語専攻を選んだきっかけは、英
語を通して世界中の多くの人々とコミュ
ニケーションを取りたいと思ったからと
いう、とても単純な理由です。そして、
その選択は正しかったのだと、卒業した

今改めて感じています。それは、留学を含めた五年間で得た知識
や英語力は勿論のこと、本学や留学先で得た多様な出会いがあっ
たからです。特に、長い時間共に過ごした個性豊かなクラスメイ
トは、他愛ない会話のふとした瞬間にも尊敬すべき点が沢山見つ

かる、自分を高めてくれる存在でした。
　これらの出会いや経験は、就職活動の上でも、私にぶれない選
択肢を与えてくれました。その中で私は、航空会社を選択しまし
た。一日に何千人ものお客様に出会えるこの仕事を選び、これか
ら更に多くの出会いと学びを得られるということに心が躍りま
す。
　外国語学部には、あなたを磨き輝かせてくれる素敵な出会いが
必ずあります。そして、あなたも誰かを磨いてあげられる、そん
な人になりませんか？
　今このメッセージをご覧のみなさんの大学生活が、実りあるも
のとなることを、心から願っています。

全日空空輸株式会社 宇佐 実乃利

羽星 有紗

（ ）2017年3月卒業
英語専攻

　外国語に興味があり、普段では学ぶこ
とが出来ないような言語に挑戦してみた
いと思い外国語学部に進むことを決めま
した。実際に大学で言語を学んでみて、
今まで触れたこともない言語を学ぶこと
は容易ではありませんでしたが、一つ一
つ知識が増えていくことがとても楽しく
やりがいがありました。同じ専攻の友達
と切磋琢磨しながらテスト勉強をしたり
わからないところを教え合ったりし、そ

の中で同じ言語の友達の輪が広がっていくところも魅力の一つだ
と思います。言語以外にもその国の文化（私の場合はパキスタン）
にも触れることが出来ました。中でも、ネイティブの先生がご自
宅に招待し、パキスタンの料理を振る舞ってくださったことはと

ても印象的でした。ウルドゥー語を学ばなければ、パキスタンに
ついてこんなに興味を持つことはなかったと思うので、とてもよ
いきっかけにもなりました。
　また、自分の言語だけでなく、第二言語としてほかの言語も履
修できるので、興味があることは不自由なく学んでいけると思い
ます。
　卒業後は、金融関係の仕事につき、今現段階ではウルドゥー語
や英語を使う機会はなかなかありませんが、外国の方が来られた
時には積極的に自分からでていき、仕事の中で外国語を使用でき
るよう心掛けています。また、将来的に外国語を使う部署にもい
けるので、学んできたことを何かしらの形で活かせていけると考
えています。

㈱りそなホールディングス 岡本 有未（ ）2017年3月卒業
ウルドゥー語専攻

　中学生のころから英語の勉強が大好き
だった私は、高校生になって「ことばを
学ぶ」ことの魅力のとりこになりました。
外国の絵本を翻訳したり、ネイティブの
先生と話したりする経験を通して、本当
に伝えたいことを違う言葉で伝えようと
する難しさと楽しさを知り、絶対に大阪
大学の外国語学部で言語を学びたいと思
うようになりました。
　なんとなく選んだフィリピン語専攻に

入ってすぐの頃は、フィリピンについて何も知らず、貧しい東南
アジアの国というイメージがあるくらいでした。でも、フィリピ
ンのことを勉強するにつれて、「フィリピン」という言葉に敏感
になり、自然とフィリピンに興味を持つようになっていたように

感じます。フィリピン人の先生と関わったり、みんなでフィリピ
ン料理を食べに行ったり…その国の文化に触れる機会もたくさん
ありました。3年の終わりにはフィリピンに行きましたが、学ん
できた言葉を少しでも話す機会があったり、教科書で読んだ文化
を生で見たりしたときには、とても感動しました。
　今は、私立の学校で英語の教員をしています。文法だけでなく、
英語を手段として何かを学ぶ楽しさや、異文化の魅力などを子ど
もたちに伝えたいという思いがありますが、私自身がフィリピン
語専攻で受けたような刺激を与えるためにはどうすればいいの
か、まだまだ奮闘中です。
　どの専攻語を選んでも、かならず素敵な出会いが待っていると
思います。みなさんも、ぜひ新しい言葉・文化に触れてみてくだ
さい！

追手門学院大手前中・高等学校 三田 詩織（ ）2017年3月卒業
フィリピン語専攻

　外国語学部はその名前のとおり様々な
外国語や日本語を含む「ことば」につい
て学ぶ場所です。ことばを学ぶとたくさ
ん良いことがありますが、より多くの人
とコミュニケーションをとれるようにな
るということがそのひとつに挙げられる
と思います。旅先で出会う人々や日本に
旅行に来た外国人と楽しい話や、あるい
は深い話をすることができたら素敵だと
思いませんか？外国語学部は人々との出

会いをより素敵にすることばというツールをひとつ身につけられ
る場所だと思います。
　そのような素敵なツールを得られることはもちろん大きな魅力
のひとつですが、外国語学部の良いところはそれだけではありま

せん。ただ単にことばを学ぶだけではなく、その他にも様々な分
野のことを学ぶことができます。例えば外国語で書かれた文学や、
あるいはその言語が話されている社会や文化、またはその言語が
話されている国や地域の歴史についても知ることができます。私
は様々な言語を学んでいくうちに言語そのものの仕組みについて
興味を抱き、言語学という分野に出会い現在も大学院でスペイン
語言語学の勉強をしています。人間の言語についてあれこれ考え
ることはことばについて関心のある人の特権的な楽しみだと思い
ます。
　興味のある分野が何であれ、言語を通して様々なことを知り、
新しい世界の見方ができるようになるというのが外国語学部で学
ぶことの魅力だと思います。みなさんも是非その魅力を味わいま
せんか？

大阪大学大学院 田中 祿丸（ ）2017年3月卒業
スペイン語専攻
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　私が大学受験をした2012年は、尖閣
諸島問題で日中関係が冷え切った時期で
した。なぜ日本と中国は隣国同士こんな
にも仲が悪いのだろう？その疑問を解決
するためには、自分で中国語を学び、中
国に行き、実際に感じてみなければわか
らない!!と思い、大阪大学の中国語を受
験しました。
　5年間を振り返ってみると、大学生活
は非常に充実したものでした。1年間の

上海交換留学に加え、北京、雲南、浙江などさまざまな都市を訪
れました。留学経験をとおして、中国の悠久な歴史や文化、広大
な自然といった多くの魅力にも気づくことができました。一方で
日中間の政治的軋轢が、日中両国民に対して、相互不理解を招い

ていると感じることも多々ありました。
　そして今私は外務省で、日中の架け橋となれるよう、立派な外
交官になれるよう、日々努力しています。外国語学部で学んだこ
とを直接活かせる、とてもやりがいのある仕事だと思います。外
国語を学ぶことは、異文化理解の第一歩です。自分の見える世界
を広げ、そして世界と繋がることができる、ここに外国語を学ぶ
楽しさがあるのではないでしょうか。
　みなさんが大阪大学外国語学部に入学し、素敵な大学生活を送
れることを願っています。また世界で活躍できる人材として、将
来一緒にお仕事できる日が来るのを楽しみにしています。

外務省 高田 章平（ ）2017年３月卒業
中国語専攻

　こんにちは！皆さんはどのような思い
でこの冊子を手にしていますか？外国語
学部に興味はあるけれど「マイナー言語
が話せていいことある？」「卒業後はど
うなるの？」と疑問を持っていませんか。
　私はタンザニアでの滞在を含め５年間
大学に在籍し、現在は会社で働いていま
す。さて、皆さんは昨今の【企業が求め
る人材】はどのような人だと思います
か？それは【自分でものを考え、自分で

行動できる人】です。私はこの力をスワヒリ語専攻で身に着けた
と企業にアピールし、オファーを複数もらいました。
　【ものを考える力】とは物事をいろんな方向から見る力だと思
います。スワヒリ語を道具として身に着けると、現地の人たちの

価値観を体験できます。大阪大学での充実した授業に加え、スワ
ヒリ語の文学作品を読んだり、タンザニアの友人とカフェでお喋
りしたり、お泊り会をしたりする中で、新たな物の見方を知り、
物事を様々な方向から見ることが習慣になります。
　また、スワヒリ語専攻には交換留学の提携校がなかったので、
私は自分がやりたい事を踏まえて、現地の大学やNGOと交渉を
し【自分で行動】しました。これもスワヒリ語専攻のパワフルな
先生、先輩、同級生が周りにいてくれたからこそできました。
　自分がトキメクものを追求していると、高校の時の自分と全く
別人になれてしまう学部、それが外国語学部です。皆さんも自分
のトキメキを追求して下さい!!素敵な大学生活が待っているはず
です！

ソニー㈱ （ ）2017年３月卒業
スワヒリ語専攻

　学びとは、一人で得られるものではな
く、素敵な人々との出会いからこそ得ら
れるものだと思います。そしてその学び
は、自分を磨いてくれるのです。だから
私は学ぶこと、人との出会いが好きです。
　私が英語専攻を選んだきっかけは、英
語を通して世界中の多くの人々とコミュ
ニケーションを取りたいと思ったからと
いう、とても単純な理由です。そして、
その選択は正しかったのだと、卒業した

今改めて感じています。それは、留学を含めた五年間で得た知識
や英語力は勿論のこと、本学や留学先で得た多様な出会いがあっ
たからです。特に、長い時間共に過ごした個性豊かなクラスメイ
トは、他愛ない会話のふとした瞬間にも尊敬すべき点が沢山見つ

かる、自分を高めてくれる存在でした。
　これらの出会いや経験は、就職活動の上でも、私にぶれない選
択肢を与えてくれました。その中で私は、航空会社を選択しまし
た。一日に何千人ものお客様に出会えるこの仕事を選び、これか
ら更に多くの出会いと学びを得られるということに心が躍りま
す。
　外国語学部には、あなたを磨き輝かせてくれる素敵な出会いが
必ずあります。そして、あなたも誰かを磨いてあげられる、そん
な人になりませんか？
　今このメッセージをご覧のみなさんの大学生活が、実りあるも
のとなることを、心から願っています。

全日空空輸株式会社 宇佐 実乃利

羽星 有紗

（ ）2017年3月卒業
英語専攻

　外国語に興味があり、普段では学ぶこ
とが出来ないような言語に挑戦してみた
いと思い外国語学部に進むことを決めま
した。実際に大学で言語を学んでみて、
今まで触れたこともない言語を学ぶこと
は容易ではありませんでしたが、一つ一
つ知識が増えていくことがとても楽しく
やりがいがありました。同じ専攻の友達
と切磋琢磨しながらテスト勉強をしたり
わからないところを教え合ったりし、そ

の中で同じ言語の友達の輪が広がっていくところも魅力の一つだ
と思います。言語以外にもその国の文化（私の場合はパキスタン）
にも触れることが出来ました。中でも、ネイティブの先生がご自
宅に招待し、パキスタンの料理を振る舞ってくださったことはと

ても印象的でした。ウルドゥー語を学ばなければ、パキスタンに
ついてこんなに興味を持つことはなかったと思うので、とてもよ
いきっかけにもなりました。
　また、自分の言語だけでなく、第二言語としてほかの言語も履
修できるので、興味があることは不自由なく学んでいけると思い
ます。
　卒業後は、金融関係の仕事につき、今現段階ではウルドゥー語
や英語を使う機会はなかなかありませんが、外国の方が来られた
時には積極的に自分からでていき、仕事の中で外国語を使用でき
るよう心掛けています。また、将来的に外国語を使う部署にもい
けるので、学んできたことを何かしらの形で活かせていけると考
えています。

㈱りそなホールディングス 岡本 有未（ ）2017年3月卒業
ウルドゥー語専攻

　中学生のころから英語の勉強が大好き
だった私は、高校生になって「ことばを
学ぶ」ことの魅力のとりこになりました。
外国の絵本を翻訳したり、ネイティブの
先生と話したりする経験を通して、本当
に伝えたいことを違う言葉で伝えようと
する難しさと楽しさを知り、絶対に大阪
大学の外国語学部で言語を学びたいと思
うようになりました。
　なんとなく選んだフィリピン語専攻に
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ありました。3年の終わりにはフィリピンに行きましたが、学ん
できた言葉を少しでも話す機会があったり、教科書で読んだ文化
を生で見たりしたときには、とても感動しました。
　今は、私立の学校で英語の教員をしています。文法だけでなく、
英語を手段として何かを学ぶ楽しさや、異文化の魅力などを子ど
もたちに伝えたいという思いがありますが、私自身がフィリピン
語専攻で受けたような刺激を与えるためにはどうすればいいの
か、まだまだ奮闘中です。
　どの専攻語を選んでも、かならず素敵な出会いが待っていると
思います。みなさんも、ぜひ新しい言葉・文化に触れてみてくだ
さい！

追手門学院大手前中・高等学校 三田 詩織（ ）2017年3月卒業
フィリピン語専攻

　外国語学部はその名前のとおり様々な
外国語や日本語を含む「ことば」につい
て学ぶ場所です。ことばを学ぶとたくさ
ん良いことがありますが、より多くの人
とコミュニケーションをとれるようにな
るということがそのひとつに挙げられる
と思います。旅先で出会う人々や日本に
旅行に来た外国人と楽しい話や、あるい
は深い話をすることができたら素敵だと
思いませんか？外国語学部は人々との出

会いをより素敵にすることばというツールをひとつ身につけられ
る場所だと思います。
　そのような素敵なツールを得られることはもちろん大きな魅力
のひとつですが、外国語学部の良いところはそれだけではありま

せん。ただ単にことばを学ぶだけではなく、その他にも様々な分
野のことを学ぶことができます。例えば外国語で書かれた文学や、
あるいはその言語が話されている社会や文化、またはその言語が
話されている国や地域の歴史についても知ることができます。私
は様々な言語を学んでいくうちに言語そのものの仕組みについて
興味を抱き、言語学という分野に出会い現在も大学院でスペイン
語言語学の勉強をしています。人間の言語についてあれこれ考え
ることはことばについて関心のある人の特権的な楽しみだと思い
ます。
　興味のある分野が何であれ、言語を通して様々なことを知り、
新しい世界の見方ができるようになるというのが外国語学部で学
ぶことの魅力だと思います。みなさんも是非その魅力を味わいま
せんか？

大阪大学大学院 田中 祿丸（ ）2017年3月卒業
スペイン語専攻
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バス停

至彩都西駅→

間谷住宅4
バス停

学務係・教務係・学生支援係 窓口（A棟）

施設・設備案内
箕面キャンパス

大阪外国語大学記念会館4

E棟3

開放的な空間デザインになっています。

B棟（写真・中央）2
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附属図書館　外国学図書館

サイバーメディアセンター
総合研究棟

箕面福利会館

箕面第１・第２体育館

日本語日本文化教育センター棟

学寮　等

学生生活をサポートする
機能の中枢。
１階には言語文化研究科・外国語学部
箕面事務室（学務係・教務係・学生支
援係）、箕面学生センター、なんでも
相談室があります。在学生に対して多
様な情報を提供しています。

１階にある学生談話室は、自習や食事
をしたり、各々の時間を気ままに過ご
すことができる自由な空間です。２階
には、外国語学部箕面事務室（庶務
係・研究協力係・経理係・契約係）が
あります。
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箕面キャンパス
大阪大学

間谷住宅4

北千里

北大阪急行線

千里中央

茨木能勢線
至勝尾寺

箕面 白島北

お の はら

筋
堂
御
新

粟生団地

小野原今宮

あわ じ

淡路
え さか

江坂

うめ だ

梅田

至梅田

至宝塚

至大日

至高槻市

大阪/梅田
）鉄下地（）RJ（

（阪急電車）

じゅうそう

十三

新大阪

大阪
（伊丹）
空港

石橋

蛍池 山田 万博記念公園

阪大病院前

南茨木

国道171号線

至茨木

至京都

地下鉄（御堂筋線）

モノレール

阪急電車（千里線）

阪急電車（箕面線）

阪急電車（京都線）

阪急電車（宝塚線）

JR

JR新幹線

阪急バス停留所

阪急バス経路

最寄り駅から箕面キャンパスまでの経路

●大阪モノレール利用の場合

阪大外国語学部前

北大阪急行線
「千里中央駅」
大阪モノレール
「千里中央駅」

阪急電鉄（千里線）
「北千里駅」

JR（東海道線）
「茨木駅」

阪急電鉄（宝塚線）
「石橋駅」

阪急電鉄（箕面線）
「箕面駅」

凡　例
：阪急バス停留所名
：阪急バス「阪大外国語学部前」行き※
：阪急バス「間谷住宅」行き※
：大阪モノレール
：大阪モノレール駅

「阪急石橋」行乗車　25分
（「小野原」でバス乗換え）

（「千里中央」発のバスは
「北千里」を経由します。）

10分
15分

15分

3分 10分 2分 3分 6分
5分

6分

10分

「JR茨木」行乗車　25分
（「小野原」でバス乗換え）

25分（運行便数は非常に少ない
ので注意：1時間1便程度）

箕　面

阪急石橋

JR茨木

北千里

千里中央

小野原

…………
徒歩
約15分

大阪空港 蛍 池
阪急宝塚線
連絡

千里中央
北大阪急行線

連絡

山 田
阪急千里線
連絡

阪急京都線
連絡

万博記念公園

阪大病院前

彩都西

南茨木

阪大外国語学部前

間谷住宅4

間谷住宅4

またにじゅうたく

彩都西
徒歩
約１５分

大阪大学
箕面キャンパス

大阪大学
吹田キャンパス大阪大学

豊中キャンパス

大阪大学
中之島センター

所 在 地 経 路 図
箕面キャンパス

またにじゅうたく

（※注意）
大阪大学の休業日（土・日・祝・春期／夏期／
冬期休業期間）は、「阪大外国語学部前」行きの

バス（――線）は運休しますので、「
またにじゅうたく

間谷住宅」行
きのバス（― ― ―線）をご利用ください。

平日は、1限から5限の授業時間に合わせて、阪
急茨木市駅からJR茨木駅経由のバスを運行し
ています。
乗車時間は、およそ30分～40分です。
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