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日法の多言語・多文化教育は
国際派社会人を育成します！
■今から国際的言語・文化のキャリアデザインを考えてみましょう
卒業とともに、皆さんはますます国際化する社会へと踏み出します。海外からさまざまな情報を受け取り、
さらに海外に向かって自己発信する、こうした必要性が一段と高まっています。多くの企業のみならず、日
本の社会がこうした能力を持つ人材を求めているのです。
→法学部には、外国語の資格試験対策・コミュニケーション能力アップのための科目から、ビジネス・留学
向けの科目、法律・政治経済その他専門分野の外国語科目まで、幅広い多様な授業が展開されています。
グローバリゼーションのなかで、世界共通語としての英語習得がますます重要度を増す一方、世界は多様
性の価値に目覚めはじめています。国民の多くが外国語は「1カ国語だけ」という国や社会は、現代世界の
中ではやがて取り残されてしまうのではないでしょうか。
→法学部では、英・米語／ドイツ語・フランス語・中国語／スペイン語・韓国語・ロシア語の７つの言語と
その文化を学ぶことができます。
外国の文化＝「異なるもの」に触れることによって、「私」は豊かになり、成長します。文化は言語のな
かに浸透しています。言語を学ぶことによって、私たちは真に異文化に触れることができるのです。
→法学部では、「言語によって文化」を、
「文化によって言語」を学ぶことができるように、多言語の授業だ
けでなく国際研修や海外留学の企画が展開されています。
国際的キャリアデザインから、さらに国際派社会人としてのライフデザインへ。法学部で学ぶ４年間の国
際的な言語・文化の習得を皆さんの一生の礎としましょう！
さあ、多言語・多文化の学習をはじめましょう！

国際交流センター
■留学や外国語の学習方法について相談しよう
法学部７号館５階に国際交流センターがあります。
ここには留学経験のある各分野の先生方が在室していて、
海外留学や語学学習等、国際社会に対応するための様々な
相談に応じてくれます。
先生方は交替で在室していますので、教務課等の掲示板
で在室日時を確認して訪れてください。
他にも、語学学習に役立つ書籍等の貸し出し、留学や海
外情報の各種パンフレット配布もしています。
（現在、新型コロナウイルス感染症の影響で国際交流セン
ターは閉室しております。再開についてはポータルシステ
ムにてお知らせいたします。）
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PCで外国語を学ぼう！
■“CALL（コール）”って何？
ここ数年来、大学の外国語教育では、CALL（Computer-Assisted Language Learning）を利用した
語学学習が重要な柱の一つとなっています。CALLとは、コンピュータによる学習支援で、音声や文字、静
止画や動画などを利用したLL（Language-Laboratory）授業です。現在、法学部の1033・1034教室に
は一般的なWindowsパソコン上で動作するシステムであるCalabo EXが導入されています。高校や自宅に
あるPC同様、マウスやキーボードを用いて操作し、ヘッドフォンやモニターを通しての語学学習が行われ
ています。
※令和4年度は、授業実施方法によって、使用しない場合があります。

■こんなあなたにおすすめ！
★PCを使った外国語学習に興味のある方
PCの語学学習ソフトを買おうと思っても高いので諦めた方、パソコン大好き、パソコンが得意な方はもち
ろん、興味はあるけど自信がないという方にもお勧めします。CALL教室では外国語とPCスキルの両方を学
ぶことができます。

★外国語をじっくりマイペースで習得したい方
CALL授業は速読、シャドーイング、ディクテーションやビデオを見ながらの学習など、様々な学習にも
対応しています。また自宅学習をサポートする機能を使えば、同様の学習を自宅で行うことも可能です。

★発音をもっと練習したい方
これからの外国語は発音練習を多く行い、実際に運用できる能力が要求されます。Calabo EXでは、自分
の発音を音声提出してアドバイスを受けることができ、授業中はヘッドフォンを通して、マンツーマンでの
発声指導が受けられます。発音の上達は、あなたを外国語の達人へと導く第一歩となるでしょう。
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■英語ＰＣ教材
★Criterionとは？
米国ETSが開発した、パラグラフライティング指導を強力にサポートするオンラインツールです。エッセ
イを提出すると、コンピュータによるスコアとフィードバックが与えられ、それを踏まえて書き直しを行い
ます。英語で自分の考えを論理的に発信する力が養われます。TOEFL iBTテストなどの資格試験対策や留学
準備に最適です。

★TOEIC対策や多読にも役立ちます！
学内のCALL教室のみならず自宅のPCやスマートフォンからいつでもアクセスしてTOEIC対策に特化し
た演習を行うことができるシステム（ClassMATE）や、楽しみながら英文速読力を養成する多読教育支援
システム（IRC）などがあります。PCを使って多角的に効率よく英語を学ぶことができます。

■中国語検定過去問WEB
コンピュータを用いて中国語検定試験※の勉強ができてしまうという便利なWeb教材です。皆さんもこの
教材を利用してガンガン勉強してください。細かい使用法などに関しては後日またお知らせします。御利用、
熱烈歓迎！
※中国語の「4

中国語検定試験もありますよ！」を見てください。
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英語運用能力アップで将来の可能性を広げよう！
英語の必要性はますます高まり、もはや世界共通語となっています。世界の多くの国と地域で公用語とし
て使われているほか、日本でも会社内で日常的に英語を使うようになったり、公務員試験でも就職活動でも
英語運用能力が求められるようになったり、社会に出てからも英語力が問われる機会が多くなっているので
す。将来、英語を全く使わないで仕事をすることも可能かもしれません。ただ、英語運用能力を身につけ、
またその能力を向上させることで、卒業後の進路を考える際の選択肢が確実に増えます。自分の可能性を広
げるためにも、大学4年間で、英語の基礎力固めから英語の発信能力獲得までを視野に入れ、計画的に学習
を進めていきましょう。
多くの皆さんはこれまで中学から高校までの6年間、英語の学習をしてきました。6年間も勉強してきた
のに実際に英語でコミュニケーションが取れない！と思っている人も少なくないかもしれません。だからと
言って、6年間学んできた英語は役に立たないと思っているとしたら、それは間違いです。6年間学んでき
た英語を運用する方法を学んでいないだけなのです。これまでの6年間の英語学習は、大学での英語学習さ
らには社会に出てからの英語運用の基盤になります。その基盤がしっかりしていないのなら、大学で英語の
基礎固めからはじめましょう。基礎固めができたら、それを応用する方法を学びましょう。応用する方法を
学んだら、その応用力を伸ばしていきましょう。しっかりとした基盤の上に身につけた英語運用能力は、将
来どのような職業に就いたとしてもきっと役に立つ本物の英語力になるはずです。
日本大学法学部では、そのような英語運用能力を身につけてもらうために、基礎力（聞く・話す・読む・
書く）を養成する科目・その基礎力を伸ばし応用する方法を身につける科目・キャリアアップを目指し資格
試験に挑戦するための科目・英語を使って様々な学問分野について学ぶ科目・語学研修や交換留学を目指す
ための科目など、皆さんのニーズに応えられる多くの科目が用意されています。皆さんは、自分自身で将来
どのような進路を選択し、どのように英語を使うのかを考えてみてください。そしてその目標に向かって4
年間計画的に英語科目を履修してください。そんな皆さんをサポートするためにこの「外国語学習ガイド」
があり、英語科目を担当する教員がいるのです。

短期集中英語研修（2015）

ダブリンシティ大学語学研修（2019）

教室でクラスメイトと
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ベーシック・イングリッシュ

Basic English Skills

（1年生共通英語クラス）英語A ～ D

英語E ～ H（Sコースのみ）

１年生は、原則として前期セメスター・後期セメスターともに学科指定科目の英語Ａ（前期）
・英語Ｂ（後
期）〈リーディング・文法等〉と、英語Ｃ（前期）
・英語Ｄ（後期）〈リスニング・スピーキング等〉を受講
します。＊法曹コースは別途、指定科目があります。
＊詳細は、時間割を確認してください。

このクラスは、TOEIC、TOEFL、英検等の資格試験や専門分野の原書理解に必要な英語４スキルの基礎
固めを目的としています。クラスは入学前に実施されるプレイスメント・テスト
（CASEC）
で決められます。
各授業の内容はシラバスで確認してください。科目の性質上、欠席しないよう心掛けてください。

部別

第一部

学科名
英語 A・B
法律学科（法 曹 コ ー ス） 月曜日ー１時限

英語 C・D
月曜日ー２時限

法律学科（総合法コース） 水曜日ー１時限
政 治 経 済 学 科 水曜日ー２時限

月曜日ー２時限
月曜日ー１時限

新
経
公
第二部 法

聞
学
営
法
学
共 政 策 学
律
学

科
科
科
科

火曜日ー１時限
火曜日ー２時限
金曜日ー２時限
月曜日ー２時限

金曜日ー２時限
金曜日ー１時限
火曜日ー１時限
月曜日ー１時限もしくは３時限

【Sコース（精鋭コース）】
特別選抜による精鋭コースです。プレイスメント・テスト（CASEC）の成績上位者（30名程度）が、S
コース専用科目を履修することができます。通常の学科指定科目（英語A ～ D）に加えて、Sコースの学生
だけに履修が許可される科目（1年次には英語E・F、2年次にはG・H）を週1回受けます。これまで身に
つけてきた英語力を更に伸ばし、将来的には外資系企業等ビジネスの世界で英語を使って活躍したり、海外
の大学・大学院への留学を目指したりするための高度な英語力の習得を目指します。

【英語一斉テストの実施】
１年生は全員12月（予定）に英語一斉テストを受験します。受験日が近くなりましたら、ポータルシス
テム等で詳細をお知らせします。
公共政策学科 令和３年度卒業
私のクラスは、英語の精読が中心の授業でした。後学期からはいくつかのグループに別
れて、文法や熟語の解説を載せたハンドアウトを作り、発表をしました。意訳をするの
ではなく、ひとつひとつの文法を丁寧に考えることの大切さを知ることが出来ました。



公共政策学科 令和３年度卒業

私の英語C・Dのクラスでは、主に映画『タイタニック』を視聴しながら学習を進めていきました。
生の英語だからこそ、使う場面や状況によって変わる言葉の言い回しや発音、イントネーションに
触れ、実用的な英語を学ぶことができました。また、まずは失敗を恐れず積極的に色んな人とコミュ
ニケーションを取ったり発言していこうとする授業の雰囲気がモチベーションにつながりました。

経営法学科４年生
ロックリー先生の英語の授業では高いレベルの英語力を求めています。学生達の英語でコミュニケーションをする
機会が多く設けられ、みんなの前に英語でプレセンすることでさらに英語力を鍛える。授業は主に歴史関連する内
容で、他にも日本文化と関連する内容が幅広く充実してます。専門知識だけじゃなく、コミュニケーション能力と
供に、研究するための学術英語力も身に着ける。ロックリー先生の指導の下で、楽しくさまざまの学びをできます！
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＊１年生共通クラス以外の科目
１年生は学科指定の英語のクラスを履修しますが、そのほかに次のような科目もあります。

アカデミック・イングリッシュ
人文系英語演習Ａ・Ｂ

English for Academic Purposes

社会系英語演習Ａ・Ｂ

－国際的教養人を育てる－
英語演習は、グローバルな時代に柔軟かつ的確な判断が下せる国際的教養人（よき市民）を育てるための
科目群です。
授業では、人文／社会学 humanities/social sciences*に関わる英語文献をテキストに用い、発表・発
言・意見交換等おこないます。幅広い視野と教養を身につけ、
読解力はもとより対話（コミュニケーション）
力・判断力・思考力を養うには、こうした演習形態での授業が欠かせません。
ただし、
「読解力」reading literacyとは、
「自らの目標を達成し、自らの知識と可能性を発達させ、（効
果的に）社会に参加するために、書かれたテキストを理解し、利用し、熟考する能力」
（PISA）**のことで
す。当演習で、たんにテキストを理解するだけでなく、その理解を自分の知識や考えや経験と結びつけ、そ
うして得られた意見を表明し合う授業展開が図られるのは、そのためです。
いわゆる〝英会話〟が目的ではありません。あくまでも、皆さんがいま持っている力――英語力だけでな
く知識や経験等――を総動員して、ものを考え、意見交換する場を共有することが最優先される授業なので
す。
* 言語・哲学／文学・思想／芸術・文化／歴史・社会
**経 済 協 力 開 発 機 構（OECD） に よ る 国 際 学 習 到 達 度 調 査（Programme for International Student
Assessment）の定義

公共政策学科 令和３年度卒業
W.シェイクスピアをはじめとする英米文学の原著をグループで読み、分析し、議論を
重ね、プレゼンテーションをする演習形式の授業です。スキルアップを目的とするので
はなく、国際的な教養を身につける深い学びができることが特徴です。学科や学年の枠
を超えた学生主体の活動となるため、より多角的な視点が養えます。



新聞学科 令和３年度卒業

西洋哲学に関する英語文献を読んでグループでディスカッションやプレゼンテーション
を実施する学生主体の授業でした。学科の枠を超えたグループで進めるため、１人では
考えつかないような視座が得られます。自分の人生観にも影響を与えるような、とても
深い学びができます。
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キャリア・イングリッシュ

Career English

英検・IELTS IA / IB ～ IVA / IVB TOEFL IA / IB ～ IVA / IVB TOEIC IA / IB ～ IVA / IVB
グローバル化が進むなか、英語のコミュニケーション能力の到達度を把握するための手段として、外部検
定試験を活用する傾向が年々増しています。ビジネス界において、多くの企業が英語の資格試験を一定の採
用及び昇格要件として課しています。また、公務員の採用においても語学力が加味されるところが多くなっ
ています。海外の大学や大学院への留学を希望する場合、TOEFLやIELTSのスコアを取得することは必須
です。英語力はその後の自分のキャリアの可能性を大きく広げてくれます。英語力を測定する資格試験は数
多くありますが、自分の目的に応じたものを選択し、その試験の目標スコアや級を目指して大学の４年間を
通して勉強を続けることをお勧めします。法学部で申し込みができる試験もありますので、掲示板やポータ
ルシステムで受験日などを確認して継続して受験するようにしてください。キャリア・デザインの第1歩と
して、資格試験のハイスコアを目指しましょう。留学や将来英語力を生かした仕事を考えている方は課外講
座もありますので、そこからスタートすることもお勧めします。
公共政策学科 平成29年度卒業
英検の授業では、実際の問題形式の教科書を用いて実践的な力を身に付けています。基本的には英検対策
の授業ですが、同時にTOEICに対しての英語力も養う事ができます。このように、自分の取りたい資格に
向けて授業を選択できる環境が整っているのは珍しいと思います。せっかくのこの機会を無駄にしないよ
うに英検はもちろん、TOEIC、TOEFLなど、自分の目標に向けて授業を有効に活用していきましょう。



政治経済学科 令和元年度卒業

TOEIC

800点台

部活に熱中した高校が終わり、大学時代に「何か一つ武器を身につけたい」という想い
で英語学習に励みました。小さな日々の努力を積み重ねた結果、就職活動ではTOEICス
コアを活かしてグローバル企業から内定を頂きました。TOEICは就職活動でも強い武器
になることを改めて実感できました！

経営法学科 令和３年度卒業

TOEIC

800点台

TOEICの授業ではTOEICのスコアアップはもちろんの事、TOEICにこだわらない様々
な表現力を身につけることができました。また少人数制授業なので一人一人のサポート
がしっかりとしていて心強く、留学を視野に入れるきっかけとなりました。



法律学科 令和３年度卒業

TOEFL Ⅳの授業では、前半は英文読解しながら様々な文章の書き方を分析し、後半はパソコンを使ってエッセイを
書いていきます。書き手の立場から文章構造を理解できるので、英語に苦手意識を持っていた私でもリーディングで
は安定して高得点を獲得し、論理的な文章が書けるようになりました。さらに交換留学や国際研修など語学プログラ
ムを組み合わせることで、国際的な視野を養うこともできます。学ぶ英語から生かす英語へ意識が変わります！
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自分の目的にあった英語資格試験を受験しよう！
総合的英語能力を
測定する資格：
就職のためにはこ
れを取得しておく
と有利！

英語検定
年3回実施され、初級の5級から4級、3級、準2級、2級、準1級、そして最終
目標となる1級まで7つの級に分かれています。大学では1級を目指します！

TOEIC
世界約180ケ国で実施されており、内容は日常で使われる実用英語とビジネス
場面での英語です。２時間で200問を解くリスニングとリーディングのテスト
です。現在多くの日本の企業がTOEICスコアを採用や昇格基準にしています。
合否ではなく10点から990点までのスコアで評価されます。卒業までに600
点以上を目指しましょう！TOEIC-IPはTOEICテストの同じ内容ですが、「団
体試験」のことを示します。

TOEIC SW
TOEICテストのスピーキングとライティングバージョン。英語のアウトプット
を鍛えたい人には目標とするのには良い試験でしょう。計11問のスピーキン
グ試験、計8問のライティング試験で構成されており、約80分、パソコンで受
験します。スコアは、スピーキング・ライティングともに0〜200点で示され
ます。TOEICスコアが500点以上ある人にお薦めします。

留学をめざすなら
こちらの資格を取
得しましょう！

TOEFL iBT
英語を母語としない留学希望者の英語力を測るテストです。内容は人文・社会
科学等の分野で、学術的なものが含まれます。パソコンで受験し、読む、話
す、聞く、書く、の４つのスキルを3時間で測ります。主としてカナダ、北米
の大学や大学院に入学するために使用され、配点は0～120点のスコアで示さ
れます。ペーパーテストのTOEFL-ITP （団体受験用）もありますが、正式な
入学審査の際にはTOEFL iBTのスコアが必要です。日本大学の交換留学希望
者はTOEFL iBT 79点（TOEFL-ITP 550点）を目指しましょう！

IELTS
主に英国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドのほぼすべての高等
教育機関で入学審査に使用される試験です。アメリカでもTOEFLに代わるメ
ジャーな試験になってきています。４スキルの測定をします。合否ではなく、
スコアにより、受験者の英語力を９つのレベルで判定します。

少し英語が苦手な
人はこちらから

TOEIC Bridge
TOEICの初級学習者バージョンです。基礎的なコミュニケーション英語能力を
測定するため、TOEICテストの特長を備えつつ、初・中級レベルの英語能力評
価に照準を合わせて設計されています。１時間で100問を解くリスニング・
リーディングテストです。

CASEC
24時間パソコン上で受験でき、短時間で現在のTOEICや英検の目安を測るこ
とが出来ます。平均試験時間は約40分〜50分です。すぐに結果が表示される
ため、他の試験申し込み前にどのレベルを受験すべきか等の指針となります。
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スキルアップ・イングリッシュ

English Skills

Communication IA / IB〜IVA / IVB Reading IA / IB〜IIIA / IIIB Writing IA / IB〜IIIA / IIIB
English is the basis for international communication in the world today: for travel, for work,
for study, for communication on the Internet. You will find that a mastery of English is
essential for your future career and to take full advantage of all the opportunities available to
someone who can communicate freely with people all over the world.
１年生の英語共通クラスで基本を身につけたら、さらなるスキルアップを目指しましょう！英語力をつけ
たいと思うのに、なかなかうまくならないと思っている人がいるとしたら、それは絶対的な英語の「量」が
不足しているのです。中高を通して６年間も勉強してきた英語ですが、６年分の英語の教科書の総語数は、
英語を母語とする人が読む単行本一冊の100ページ未満の語数にしか満たないという調査結果があります。
たくさん読む、たくさん聞く、たくさん話し、そして書く。しかも楽しみながら！特に卒業後のビジネスパー
ソンのアンケート調査によると、これからは「話す、書く」の発信力が最も重要なスキルだと言われます。
自分のレベルに応じたクラスを選択して、英語シャワーに浸れば必ず英語のスキルアップは実現できます！
公共政策学科 令和３年度卒業
私は、アメリカでベストセラーとなった短編集を教材とした授業を受けました。文法の
意味を丁寧に捉えて読むだけでなく、改めて単語を引き直し、新しい知識を増やすこと
もできました。また、物語は心に響くものが多く、好奇心を持って取り組むことができ
るのも魅力のひとつです。



法律学科４年生

I chose this class, because I was interested in the UK. I wanted to know more about the country. I learned a wide range
from British geography, history, English language, transportation network and culture. I learned English and a global
perspective. This class was not just an English class for me, it was an opportunity to discuss with my classmates and
learn about the UK. I was able to learn English actively. I think I've become more and more fun English.

法律学科 令和元年度卒業
ライティングの授業では試験や英語運用能力向上に欠かせない書く能力をクライテリオ
ンを利用して学習しました。授業で英文ライティングの方法を学んだことにより、試験
対策のみならず、論理的思考や表現のバリエーション増加に大変役立ちました。将来英
語を利用するなら書く能力は必須です。弛まず学習し続けましょう。
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スタディー・アブロード

Study Abroad Programs

国際研修I ～ V
大学から飛び出て、英語力を身につけたいと望んでいる皆さん！法学部には学外で学ぶことのできる短期
の英語研修や交換留学の制度もたくさんあります。交換留学は日本大学の16（英語圏）校の提携校で約１
年間学ぶ制度で、令和元年度、法学部の学生5名が留学生候補者に選ばれました。先輩たちに続いてがんば
りましょう。また夏休みや春休みには、アメリカ、イギリス、アイルランド、オーストラリアの短期語学研
修（約１か月）もあります。海外に行くのは難しいけれど、短期間で英語力をブラッシュ・アップしたい皆
さんには国内で合宿形式で行う語学研修もあります。語学研修・交換留学に関する詳細は、p.28・29をご
覧ください。
※新型コロナウイルス感染症により、2021（令和3）年度は海外渡航を中止いたしました。また、2022
（令和4）年度は学生の安全が確保できる場合に限り、一部渡航を再開しています。
新聞学科４年生
視野を広げたいと思い、アイルランドの短期語学研修に参加しました。ホストファミリー
と生活し、世界各地からの留学生と交流する中で様々な考え方や文化を学ぶことができ
ました。また自分を変える機会にもなりました。



法律学科 令和２年度卒業

ケンブリッジサマースクールPGコース参加

私はケンブリッジ大学ペンブルックカレッジのPost Graduateサマースクールに参加
しました。世界最高峰の大学で学ぶことで新たな価値観や将来像などをしっかり考える
事ができました。世界の最前線に立つ人を多く輩出しているケンブリッジ大学だからこ
そ日本では学べない考え方などを学ぶ事ができました。

政治経済学科 令和２年度卒業
シンガポール・ナンヤン理工大学（世界大学ランキング11位、アジア1位）へ1年間交換
留学していました。世界中から集まる優秀な学生との日々のグループワークを通じて、
ダイバーシティに富むチーム内でも、英語や中国語を介してプレゼンテーションや議論
する能力を身につけることが出来ました。交換留学制度は絶対にオススメです。



経営法学科 令和２年度卒業

私はフィンランドのLUTに交換留学しました。日本人が2人しかいない環境だったので、
様々な国籍の学生と英語だけでなく様々な言語で交流することができました。公用語が
英語ではない国への留学もぜひ検討してみて欲しいです。

ダブリンシティ大学（DCU）キャンパス
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Teacher's message
黒滝

真理子（くろたき

まりこ）

「ことば」に魅せられて？十年、
「文化的・社会的産物としての言語」
、
「日々変化する
言語」を観察・分析することを日常的に心がけています。高校までは答えのある疑問
にどのような答えを出すかが問われてきましたが、これからは答えのない疑問に対し
「何故だろう？」と問い、より多角的な視野から批判的・論理的に探究していく姿勢
が大切になります。大学で新たな問いを見つけましょう。

佐藤

明子（さとう

あきこ）

外国語は国際コミュニケーションのツールです。語学力を身につけると、仕事にプラ
イベートに充実すること、間違いありません。継続して学ぶためには自分にあった勉
強方法を見つけ、モチベーションを維持し、向上させることが大切です。この4年間
でしっかりマスターしてくださいね！

佐藤

健児（さとう

けんじ）

現代社会を見渡してみますと、多様な価値観を認めることができないために、争いご
とが生じているケースが多々あります。外国語を学ぼうとする姿勢は、自分（たち）
とは異なる価値観を認め、理解しようとする姿勢にほかなりません。外国語の学習を
通して、世界の広さを感じてみませんか。授業で会えるのを楽しみにしています。

松山

博樹（まつやま

ひろき）

英米文学、文学／芸術批評理論を専門としています。法律や政治経済など我々の生活に直
結する分野が扱われる法学部において、外国語教育はきわめて重要な役割を担っています。
それは自らの所属する文化や時代を相対的に分析し、視野を広げて国際的に活躍するため
には不可欠なのです。皆さんが異文化を尊重し、心豊かで教養ある国際人として尊敬され、
実践的に英語を使いこなしながら世界的に活躍することができるように尽力します。

水本

孝二（みずもと

こうじ）

日本大学法学部へのご入学おめでとうございます。これから4年間いっしょに英語を学んでいきましょう。
英語は今や国際共通語としてその重要性は高まりこそすれ、低くなることはなさそうです。今後英語のあ
る一定程度の運用能力を持っていることは、就職、昇進、転職などあらゆる場面で必要になって来ること
が予測されます。入試から開放されて、これからは遊びに、バイトに、サークル活動に、という気持ちも
十分理解できますが、「4年後のなりたい自分」をイメージしてこの4年間を過ごしてほしいと思います。

諸坂

成利（もろさか

しげとし）

大学生になった。遊びは終った。勉強しろ。
（英語の）単語を覚えろ。知らない単語をなくせ。
歩くな。走れ。
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ロックリー

トーマス（Thomas Lockley）

Welcome to Nihon University College of Law. Congratulations on your entry.
My classes focus on English that will be useful to you in your life both now and
in the future. I generally teach about themes and people from history, and help
you improve your English at the same time. If you are not afraid to challenge
yourself to reach the next level in English and you also want to learn more
about history, please apply to join my classes. I hope you will find them
stimulating and useful.

ジェルソ

ジョー（Joe Geluso）

Welcome to Nihon University! I believe that all learning is language learning. For
example, when you study in the College of Law at Nihon University, you will learn
new language to talk about law in both Japanese and English. Therefore, in my
classes, I generally teach content such as history, social issues, technology, or
law with a specific focus on strategies to improve your speaking and writing in
English about that content. If you want to study different themes and learn how
to talk about them more naturally in English, please apply to join one of my
classes.
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ド イ ツ 語

今こそドイツ語！ドイツ語はおもしろい！

ドイツ語

ドイツ語の
すすめ

ドイツ語ってどんな言葉？
1）日本語の中の身近なドイツ語
ドイツ語というと、昔はお医者さんが使う言葉と思われていました。日本の医学は、明治以来ドイツ医学
から学ぶことが多かったからです。医学以外でも、法律、政治制度、哲学、自然科学、芸術等、ドイツの学
問、文化が日本の近代化の中で強い影響力を持っていました。
それは日本語の中にさまざまなドイツ語由来の言葉が浸透していることから分かります。例えば、アルバ
イト、ワクチン、アナフィラキシー、アレルギー、キシリトール、コラーゲン、ビタミン、ホルモン、レン
トゲン、アルツハイマー、カテゴリー、イデオロギー、デマ、ヒレラルヒー、エネルギー、ディーゼル、ゼ
ミナール、テーマ等、わたしたちはこれらの言葉を普段よく使っていますね。
あと、身近なところですと、リュックサック、メルヘン、
グミやバウムクーヘンなど、みな英語起源ではありません。
2020年ベートーベン生誕250周年

ベートーベンの「交響曲第9番」は欧州連合(EU）の「国
歌」にもなっていますが、「第9」が日本（徳島）で初演
されてから100年目を迎えました。年末の風物詩ですか
ら、皆さんの中にはきっと「フロイデ…」と「歓喜の歌」
を合唱された方もいるかもしれません。歌詞は英語では
なく、ドイツ語ですね。

2）ドイツ語と英語はきょうだい

まるでメルヘンの世界のようなドイツの古城
（ディズニーランドのシンデレラ城のモデル）
ドイツ ミュンヘン

さて、皆さんに問題をやって頂きましょう。左に独文、右に英文を挙げてあります。同じ意味の英文を結
び付けてください。
①Gott ist gut.
②Ich trinke Milch und Wasser.
③Die Hand hat fünf Finger.
④Der Bäcker backt Brot.
⑤Gib ihm einen Ball !

ⓐI drink milk and water.
ⓑGive him a ball !
ⓒGod is good.
ⓓThe hand has five fingers
ⓔThe baker bakes bred.

（三好助三郎著『新独英比較文法』郁文堂）

右の英文を見ないで、意味が取れた人はドイツ語のセンスが大い
にあります。英語の知識を使えば、ドイツ語は比較的学びやすい言
葉です。また、ドイツ語を学ぶことによって、すでに学んでいる英
語のしくみがすっきり分かるという効用がありますので、英語が苦
手な人にはぜひドイツ語をお勧めします。
いくら似ているきょうだいでも、違うところがありますよね。そ
れがドイツ語の特徴になっています。
日本では室町時代

ドイツ語圏最古（1365年創立）の大学、
オーストリア ウィーン大学正門の前で
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まず、名詞から見てみましょう。
ナ ー

メ

ア プフェル

ガ ル テ ン

ブ ー フ

シ

フ

ドイツ語

Name（名前）

Apfel（リンゴ）

Garten（庭）

Buch（本）

Schiff（船）

英

name

apple

garden

book

ship

語

ドイツ語

次は動詞です。実際に、声に出して読んでみてください。
レ ル ネ ン

ト リ ン ケ ン

ヘルフェン

ズィ ン ゲ ン

ハ ー ベ ン

ドイツ語

lernen（学ぶ）

trinken（飲む）

helfen（助ける）

singen（歌う）

haben（持っている）

英

learn

drink

help

sing

have

語

1名詞は、大文字で始まっているので、わかりやすい。
（例：Name、Apfel）
エン

2動詞の原形は、-enで終わっているので、わかりやすい。
（例：lernen、trinken）動詞の位置は、原則2番目。
3発音は、ローマ字式でわかりやすい。重々しく、深々
として、豊かな響き。
4文法規則は、建築物のようにがっちりと体系的。
5語順は、意外にも英語とは逆順で、日本語に近い。
どうですか。日本人が、ドイツ語を外国語として学
んでいく上で、入りやすい言葉ですね。

鮮やかなト音記号の花壇とモーツァルト像
オーストリア ウィーン


「ドイツ語が話せるサッカー選手」
（長谷部 誠／南野 拓実／酒井 高徳／宇佐美 貴史／宮市 亮）- を検索
「ドイツ語：世界で学習者急増

欧州危機『独り勝ち』影響か」- 2012年3月7日毎日新聞のHP参照
「高まるドイツ語学習熱

知られざるドイツ」- 2013年2月3日朝日新聞 のHP参照
「ドイツ語が熱い!」
ドイツ連邦共和国大使館・総領事館 のHP参照

ドイツ語技能検定試験（独検）
本学部では、検定試験の受験を積極的に勧めています。
過去問を分析し、傾向を踏まえた授業が数多く設置さ
れています。日本大学法学部の独検の合格者数は、他大
学と比べて圧倒的に多く、15年以上にわたって全国の
大学の中でもトップクラスに入っています。
（※令和2、3年度は、冬期団体受験不実施）
2号館のエントランスホールにも「法の女神像」が展示されていますね

過去の合格者数は次の通りです。
準1級
2級
3級
4級
5級
合計

22年度
1
2
20
209
51
283

23年度
−
2
9
274
61
346

24年度
−
1
9
130
47
187

25年度
−
2
7
114
99
222

26年度
−
1
8
90
99
198

「剣なき秤は無力、秤なき剣は暴力」
法の女神像 ドイツ フランクフルト
27年度
−
−
6
83
137
226

28年度
−
1
4
116
165
286

29年度
−
1
7
57
121
186

30年度 令和元年度
−
−
2
4
18
13
124
110
110
80
254
207

独検以外でも、ドイツのゲーテ・インスティトゥート（2名）やオーストリア政府公認のドイツ語検定試
験（4名）にも合格しています。
〔令和2、3年度〕
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4人とも2年生の時に合格

オーストリアのウィーン大学 夏期語学研修・ドイツの二大学 交換留学
ドイツ語の学習には、
「文法重視型」と「実践重視型」

ドイツ語

の２つのタイプがあります。語学研修は「実践型」です。
1か月ドイツ語に浸ると、運用能力がつく！

ヨーロッパの名門、ウィーン大学 語学研修に参加し
てみませんか。修了証を得た時の達成感は、格別の味
わいがあります。
語学力の上達だけではなく、きっとものの見え方が
拡がるはずです。

ウィーンの森の入り口、ベートーベン博物館に
程近いホイリゲで過ごす楽しい夕べ

和やかな「コミュニケーション（独）
」の授業風景
（日本大学法学部

レンツ先生）

「黄金の間」がまぶしい「ウィーン楽友協会」
で世界一の音色を堪能

日本大学は、ドイツの2大学と交流提携を結んでいますが、法学部も、1大学と協定を結び、ドイツ留学
ちょう

がしやすくなりました。検定でしっかりドイツ語の基礎を固めて、語学研修で流暢に、そして、留学で専攻
科目を学ぶ。こうして在学中にキャリアを重ねていくのもよいでしょう。他（文理、経済、芸術、国際関係、理工）
学部、他大学の人もドイツで学んでいます。2020年には4人が留学試験に合格しました。あなたもぜひ！
では、ドイツのヨハネス・グーテンベルク大学に留学した学生さんに留学のことをお話して頂きましょう。

ドイツ語との出会い
法律学科 令和2年度卒業
（令和元年度交換留学生）
ドイツ語は、スペルの長い複合語もあったりしますが、発音や文法はルー
ルが分かりやすく簡単なので、学習しやすい言語です。
私は大学入学後にドイツ語を学び始めたことで、ドイツ語圏での語学研
修、さらに留学といった貴重な経験ができ、日本にはない異文化や考え方に
触れることができました。第二外国語を学ぶと、その言語を通して、新しい
発見があったり、興味が広がったりします。ぜひドイツ語を学んでこれらを
体験してみてください。
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法学部のドイツ語の授業。英語以外にもう１カ国語
日本の外国語教育は、実用化の一歩手前で終わってし

ドイツ語

まいますね。でも、本学部では基礎、検定対策、時事、
原書購読、ネイティブによる会話、海外研修や留学制度
までずらりと揃っており、先生方もとことん付き合って
くださいます。
「やればやるほど面白い」
。これがドイツ
語に真面目に取りくんだ先輩たちの声です。
ドイツ語は、現在世界中で1億人以上の人によって話
されていて、ほぼ日本語と同じ使用人口ですが、欧州連
合(EU）の中では、ドイツ語が母語として１番話されて
いる言語です。インターネット上で使用される言語にお

ドイツ語による日本文化のプレゼンテーション
ドイツ ベルリン自由大学

いては、英語に次いで第2位です。
日本は今、アメリカ主導型の英語情報国へ突き進んでいます。これとは異なる言語で発想され、伝達され
た言語でバランスを取る必要があるのではないでしょうか。
「ドイツ・メディアの世界」は「世界を知る最
高最良の宝箱」です（伊藤光彦著『ドイツ語で世界を読み解く』2014年、白水社）。豊かな情報を発信してくれる
ドイツ語こそ、英語に対峙しうる言語の一つであると言ってもいいと思います。
ぜひ学生時代に英独2カ国語の習得をお勧めします。

Teacher's message
佐藤

英（さとう

すぐる）

高校生の時、ドイツ音楽への興味と、英語以外の外国語を知りたいという好奇心から、
テレビのドイツ語会話のスイッチを入れたことが、私にとってのドイツ語の第一歩でし
た。その後、大学でこの言語を本格的に学び、ドイツ語圏の文化にすっかり魅了されて、
今日に至っています。ドイツ語の学習を通じて、新しい世界を体験してみませんか？

真道

杉（しんどう

すぎ）

ドイツ語は英語と似ているので、頑張れば驚くほど短期間で使えるようになります。
留学や仕事にも活かすチャンスの多い言語です。特に将来ヨーロッパに関わってゆき
たい学生さんにはお勧めの言語です。法学部では、学生さんのニーズに応える授業が
数多く用意されていますので、是非活用して将来に繋げていただきたいと思います。

渡辺

徳夫（わたなべ

とくお）

何もいまさらドイツ語などやらなくても、英語で事足りる、という声を耳にします。
しかし、ドイツ語の世界からわれわれが学ぶべきことは、どのような分野であれ、無
尽蔵にあります。英語を6年以上もやって身につかない人は、大学生になったのを機に、
どんどんドイツ語に転向しましょう。きっと「方向転換してよかった」と思いますよ。
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フ ラ ン ス 語

フランス語で世界に羽ばたこう！
フランス語は「メジャーな言語」
フランス語を母語あるいは公用語・教育言語とする国や地域は、フランスのみならずヨーロッパ（ベル

フランス語

ギー、スイス、ルクセンブルクなど）
、アフリカ（セネガル、カメルーン、モロッコなど）
、カナダやカリブ
海域（ハイチなど）
、太平洋域（タヒチ、ニュー・カレドニアなど）にもあります。つまり、フランス語圏
は世界各地に広がっています。「フランス語圏会議」には、約50の国と地域が参加します。
さらに国連の公式言語であり、ユネスコなどの国際機関で、またオリンピックやサッカー・ワールドカッ
プなどの国際的行事で、英語と並んで使用されています。
「国際公務員」として国連などの国際機関で働きたい、国際ビジネスマン、NGOメンバーとしてEUやア
フリカで働きたい、そうした時にもフランス語は確実に役立ちます。
フランス語はあなたの生涯に大きな展望を開いてくれるでしょう。

フランスは人権と文化の国
フランスは「人権の祖国」と呼ばれることがあります。それは現憲法前文でも言及されている1789年の
「人と市民の人権宣言」のゆえです。人権の保障・
実現に関して、フランスといえどもまだ多くの課題
を抱えていますが、日本の将来を担う皆さんにとっ
て、フランスの福祉政策・男女平等政策等を学ぶこ
とは大いに参考になるはずです。
また、長い歴史を有するフランスは世界有数の文
化大国です。建築文化財だけを例にとっても、修復
や保存のための「歴史的建造物目録」には4万件を
超える登録があります。
さらにフランスは、旧体制下からの伝統を引き継
ぎ第五共和政でさらに発展する世界的に見て先進
的な文化政策でも知られています。文化関連の予算

パリ市庁舎

総額だけを比較するなら、2017年度フランスは
4851億円（国家予算の0.88％）で、その後に、
韓国、ドイツ、イギリス、アメリカ、日本という順
番で続きます（同年度日本の文化庁の予算1043億
円、国家予算の0.11％）
。
フランスの「過去」と「今」の概要を知るために、
参考までに次のサイトを挙げておきます。
フランス大使館：
http://www.ambafrance-jp.org/-japonaisフランス観光開発機構：
http://jp.rendezvousenfrance.com/

第一帝政期に建設が始まった凱旋門
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フランス語はどのような言語か？ －Q＆A－
― フランス語は、英語とまったく違うのですか？
いえいえ、フランス語は英語とよく似ています。まず語彙レベルでは、まったく同じであるか、類似した
単語が相当あり、学習が進むにつれて、皆さんはこの事実をますます実感するはずです。
フランス語

vase（花瓶） face（顔） adresse（住所） lettre（手紙） gouvernement（政府）

英語

vase

face

adress

letter

government

フランス語

文の構造も、次の例のようによく似ています。
フランス語

Elle donne une orange à Jean.

英語

She gives an orange to John.

― フランス語は読み方が難しいというのは、本当
ですか？
綴り字の読み方ですが、英語のaは、cageでは“エイ”
、
orange では“イ”
、matchでは“ア”など７通りもの読み
方があります。ところが、フランス語では単母音字aは常に
“ア”としか読みません。ローマ字読みでよいところも多い

食文化の国フランス

1年の日数(365日)より種類が多いとされるチーズ

のです。

― フランス語が国際語であることはわかりましたが、それ以外のフランス語の特徴は？
英語と似通った点があるので、英語の理解にも役立ちます。
また、日本人はフランス語を文化の言語として愛してきましたから、私たちの生活シーンにはフランス語
があふれています。カフェ、パティシエ、ソムリエ、グルメ、アンサンブル、エテュード、オブジェ、アト
リエ、コンシエルジュ等、日本語になっているフランス語もけっこうあります。フランス語をちょっと学習
したのち街を歩くと、さまざまところでフランス語が使われているのに気づくでしょう。

フランス語を通じて
世界とつながる
政治経済学科 令和3年度卒業
（令和元年度アヴィニョン大学交換留学生）
「フランス語を話せるようになりたい」
「実際に現地で生活してみたい」
、
ふとそのようなことを思ったことはありますか？私は4年間の大学生活のな
かで、1度は留学することを強くお勧めします。
「将来は日本から出る予定は
ないから、留学する必要はない」と考えている方も、留学は単に語学の面に
限らず、自分の価値観や人生観を確実に大きく変えさせてくれます。また、
自分とは全く異なる地域、文化を持つ人と、フランス語という一つの言語を
通じて気持ちを分かち合えることは本当に素晴らしいです。私は様々な人間
関係を築けた時が、留学をしてよかったなと思える瞬間でした。
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アヴィニョン大学春期語学研修・交換留学
― 世界遺産の街でホームステイ
法学部フランス語研修が行われるアヴィニョンは、南
仏プロヴァンスの中心都市です。世界遺産に登録されて
いる旧法王庁を中心に広がる城壁の街です。
ホームステイの3週間。また週末にはチューターのフ
ランス人学生と共に、マルセイユやアルルなどへ出向き

フランス語

ます。

アヴィニョン大学での授業風景

― 法学部から交換留学生を派遣しています！
法学部より2名、大学本部から1名の学生をアヴィニョン大学への派遣学生として募集しています。この3
名の枠すべてが法学部生で占められた年もあり、令和元年度は２名の法学部生がアヴィニョン大学で学んで
いました。さあ、1年次から目標をもってフランス語学習にしっかり取り組んでください！歴史と文化の都市
で生活し、フランス語で専門を学び将来につなげましょう。
語学研修の体験記とスライドショーにアクセス
→http://www.law.nihon-u.ac.jp/faculty/international_summer.html

ホストファミリーも加わってのにぎやかなパーティ

アヴィニョン法王庁

自分を成長させた異文化交流
新聞学科 令和3年度卒業
（令和元年度アヴィニョン大学交換留学生）
私は大学に入学してフランス語に初めて触れましたが、すぐにフランスと
いう国に興味を持ち留学したいと思うようになりました。自己紹介すらもお
ぼつかない状態で飛び込んだ異国でしたが、南仏の人の温かさと語学学校で
出会った仲間のおかげで二度とない貴重な時間を過ごすことができました。
コロナの感染拡大を受け途中で帰国したことは残念でしたが、またいつか行
ける日が来ることを願ってフランス語の勉強を続けていきたいです。
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仏検（実用フランス語技能検定試験）をぜひ受けてみましょう！
今は資格の時代。さまざまなことに興味をもち、さまざまな資格を取っていると将来の展望が開けます。
級のおおよその目安は次のとおり。
５級

1年次の11月（秋季）

４級

1年次の11月（秋季）あるいは2年次の6月（春季）

３級

2年次の6月あるいは11月（1年次で挑戦する人もいます）

準２級

フランス語

２級

2年次の11月あるいは3年次の6月
3年次の6月

留学で学べることは
無限大
経営法学科 令和2年度卒業
（平成30年度交換留学生）
私は大学在学中、セネガルでのインターンシップ1年、交換留学制度を利用してフラ
ンス・アヴィニョンへ1年、2つの留学を経験しました。初めての留学は期待よりも不
安の方が強く恐怖心すら持っていましたが、留学を通して、自分から主張していく力、
新しい環境に適用していく力はもちろん、新しい友人を作るためのコミュニケーション
能力など、留学当初の不安を吹き飛ばすほど多くのことを学びました。ぜひ“海外へ一
歩踏み出す勇気”を出して想像以上の価値がある留学を経験して欲しいと思います。

Teacher's message
石橋

正孝（いしばし

まさたか）

専門は16世紀前半のフランス散文文学です。フランス語は、入門レベルにおいては音に対する文字の綴りの複雑さが障
害となりやすい言語ですが、逆に綴りの複雑さに惑わされることなく音から学んでいけば、読み・書きより話す方が簡単
だとわかります。外国語を聞いて、その音を口にすることは、無条件に楽しい体験です。知らない言語を発話することは、
新しい自分を体験する瞬間だからです。皆さんには新しい自分の発見をフランス語で体験してもらいたいと思います。

吉澤

保（よしざわ

たもつ）

フランスを中心とする西洋近代思想を研究しています。フランス（語圏）は、思想に
かぎらず魅力的な文化的伝統をもっています。フランス語は腰を据えて勉強するに値
する言語です。フランス語を勉強する理由は人それぞれで構いません。皆さんの目的
達成のためのサポートは惜しみません。

ルペルティエ

カミーユ（Lepeltier Camille）

フランス語と日本語の音声学を研究しています。フランス語の発音は難しいイメージがありま
すが、意外と英語より簡単だと思います。英語の語彙の大部分がフランス語から来ているので、
読み方は変わりますが皆さんが既に知っている単語が沢山あります。発音を覚えることで、早
くフランス語で会話ができるようになります。一緒にフランス語を楽しく学びましょう！
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中 国 語

ニ

ー

ハ

オ

熱烈歓迎！你好！

皆さん、中国語はどうですか？
そこを何とかどうですか？

新入生諸君待っていますよ！
使用人口十数億人、使用人口の多さには圧倒的定評があります。勉強すれば役に立つ中国語、使い道の大
変多い中国語、
そんな中国語を一つ大学で勉強してみませんか。中国語圏にはたくさんの方言がありますが、
授業でお教えするのは、首都北京の言葉を基礎として成り立っている北京標準語(※普通話)です。


※中国語で北京標準語を｢普通話｣と称します

中国語

故宮

中国語は役に立ちますよ！
昨今、中国語圏（中国大陸、香港、台湾等）から非常に多くの観光客が日本を訪れていますが、彼等が話
すのは当然中国語です。また巨大市場を誇る中国語圏で話されているのも当然中国語です。極めて有用です
よ！だから勉強しませんか？

中華料理
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中国語の春期語学研修もやっていますよ！
毎年２～３月に行っています。中国語を特に勉強したいという意欲ある諸君を募集し、日大法学部教員の
引率下、台湾の中国科技大学で４週間勉強します。現地の先生方も学生諸氏もとても親切に面倒をみてくだ
さり、楽し過ぎて４週間なんてあっと言う間です。毎年秋に参加者を募集しています！

中国語
春期語学研修団


政治経済学科 平成29年度卒業

私はベトナムから留学していた学生です。大学では日本語が第二言語の必修科目でした
が、中国語にも興味があったので、台湾の春期語学研修に参加し、その後、１年間の長
期留学もしました。おかげ様で有意義な留学生活を送れました。中国語も出来るように
なり、就職活動の際には沢山のチャンスに恵まれました。楽しいので是非勉強してくだ
さいね。

政治経済学科 平成30年度卒業
私は大学入学後、中国語を履修し、更に語学力を鍛えるために、台湾での春期語学研修
(４週間)と1年間の台湾長期留学に参加いたしました。先生や周りの方々のサポートの
おかげで、語学力は飛躍的に向上し、又様々な異国の文化に触れる事で自分の視野や考
え方も大きく変わりました。今日、中国語人材が益々必要とされています。法学部には
学べるチャンスが沢山あります。 是非皆さんも中国語を勉強してみませんか？



第二部法律学科 令和元年度卒業

私は去年（平成30年）の7月まで台湾の中國科技大學に留学していました。留学中は
レポートの作成やPowerPointでの発表など、本学部とは別の学問を他言語で学ぶこと
になり大変でしたが、現地の学生とも楽しく交流ができたので、非常に良い経験となり
ました。中国語は第二外国語の中で一番使われる言語かも知れません。勉強して損は絶
対無いです。頑張りましょう。
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中国語検定試験もありますよ！
中国語の資格検定の中でポピュラーなのが「中国語検定試験（略称・中検）
」です。毎年６・11・３月に
試験が行われています。就活にも有用！中検準４級は１年生レベル、４級は２年生レベル、３級は３年生レ
ベル、２級・準１級・１級は上級者です。
「中国語資格試験対策」
という授業は中検合格を目指した授業です。
奮ってご履修ください。また中検過去問WEBもあり、
申し込むとネット上で中検の過去問を体験できますよ。
授業中に宣伝しますから、
是非申し込んでください！さらに中国語の資格試験には他にHSK（漢語水平考試）
もあります。詳細は教員に聞いてくださいね。

中国語

九份

高雄

法律学科 令和2年度卒業
昨年、私が春期語学研修に応募した理由は、実を言うと、中国語の単位が欲しかったか
らでした。中国語にはあまり興味ありませんでした。しかし、その研修がきっかけとな
り、現在、台湾で留学生活を送っているのです。今では普段の会話が中国語です。こん
な理由で参加した僕でさえ多くのものを得られた研修ですから、あなたもきっと素敵な
体験ができるはずです。何でもまずはやってみましょう。中国語、楽しいですよ！



公共政策学科 令和2年度卒業

私は中国語を大学から履修しており、大学一年生の時に更に中国語を磨く事と、外国の
友達を作る目的で春期の台湾研修に参加しました。現地の先生や友達と交流する事で、
語学力が伸び、また日本以外の文化についてよく知ることが出来ました。最近では中国
語が話せる人材を会社が求めています。皆さんも中国語を学んでみてはいかがですか。

政治経済学科 令和2年度卒業
私は大学から中国語を学び、中国の山東大学に１年間留学し、マスメディアを学びまし
た。中国は皆さんが思うより発展していて、通信や配達サービスにおいては日本の先を
行っています。テレビが報道していることが全てではないと現地に行けば必ず分かるは
ずです。中国語を学んだ事で就職に有利になり得るだけでなく、より客観的に世界が見
えるようになり、色々な友人と出会うことができました。皆さんが中国語をきっかけに
世界的な視野を持てる人になれますように。
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中国語の勉強ってどんな感じ？
初めの発音練習はしっかりやりましょう。繰り返し発音練習をすることが非常に大事です。繰り返し練習
していれば、すぐにできるようになります。最近は中国語の辞書や参考書等々色々なものがたくさん出版さ
れています。何を買えば良いか迷う場合は中国語の先生に聞いてください。

中国語
夜市

道教寺院

Teacher's message
栗原

千里（くりはら

ちさと）

ニーハオ。中国語を教えている栗原です。毎回大声を張り上げて教えています。
「先
生はいつも元気ですね」と声を掛けられますが、単に声が大きいだけです。頑張って
教えているつもりですが、雰囲気的に空回りすることも多いです。しかし授業内容に
は影響皆無なので、皆さん御心配御無用です！中国語を勉強しませんか。待っていま
すよ！！

中元

雅昭（なかもと

まさあき）

近年、中国人観光客の飛躍的な増加に伴い、街中においても中国語を見たり聞いたり
する機会がとても多くなってきました。中国語は私たちの生活の中で英語とともに日
常的な言葉になりつつあります。ぜひ、この新しいスタンダードな言語をいっしょに
楽しく学びませんか。発音や文法は正しい方法で着実にトレーニングしてゆけば、誰
でも容易に習得できます。将来、中国語を使ってアジアを旅して下さい。

福木

滋久（ふくぎ

しげひさ）

外国語を勉強するのに、努力なしで身につける方法はありません。ただ、既にある程
度の差がついているかもしれない英語等と違い、この四月に初めて中国語を学ぶ大学
生は、皆まさに同じスタートラインにいます。どこの大学で学ぼうとゼロからの出発
です。これからの君の努力次第でいくらでも伸びるのです。僕はベストを尽くす！君
らも頑張れ！
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ス ペ イ ン 語

¡HOLA! 陽気なスペイン語の世界へようこそ！
国連の公用語
スペイン語はスペイン、ラテンアメリカ諸国、アメリカのヒスパ
ニックの人々など23の国と地域に暮らす４億人以上の人々の母語で
す。国連の公用語でもあります。また日本にはおよそ6万5千人の日
系人を含むスペイン語圏の人がいます。そんな国際的な言葉を身に
つけ、世界のたくさんの人と交流しませんか？

古都トレド（スペイン）

魅力あふれる広い世界
スペイン語圏の世界は大変広いので、その魅力も多岐にわたりま
す。サッカーはもちろんのこと、野球やテニスなどで活躍している
選手もたくさんいます。また、フラメンコ、サルサ、タンゴなどの
楽しいリズムの音楽が聞こえてくれば、自然に体が動き出します。
スペインのピカソやガウディ、メキシコのフリーダなどによる素晴
らしい芸術作品も心を豊かにしてくれます。スペイン語圏の旅もわ
ペイン）、眩しい太陽の下で輝く白い家の並ぶコスタ・デル・ソル（ス

随意外国語

くわくします。中世の世界に迷い込んだような街並みのトレド（ス

モアイ石像（チリ）

ペイン）、天空のインカの遺跡マチュピチュ（ペルー）
、珍しい動植物の宝庫ガラパゴス（エクアドル）
、ユー
モラスなモアイ像が点在するイースター島（チリ）など、
一度は訪れてみたい場所は枚挙に暇がありません。
そして、各地の美味しい食べ物！スペインのパエリアやメキシコのタコスはお馴染みですが、世界三大美果
の一つと言われるアンデスのチリモヤという森のアイスクリームと呼ばれる果物、アルゼンチンの豪快なお
肉料理アサードなど、珍しいものを食べ歩くのも楽しいでしょう。

発音が易しく、馴染みやすい
スペイン語はラテン語が起源で、フランス語やポルトガル語などと兄弟言語ですので、それらの言語を学
んだことがある人には馴染みやすいでしょう。また、母音が日本語と同様に５つしかなく、ほぼローマ字読
みで読めますので、初めて学ぶ人も親しみやすいです。

Amigos
経営法学科 平成29年度卒業
スペイン語を少しかじるだけで、自分自身が地球上でコミュニケーション

コラム

をとることができる人数や情報量が飛躍的に増大します。試しに ”りんご”

スペイン語・韓国語・

と ”manzana”を１つずつ調べてヒット数を比較してみてください。世界

ロシア語は随意選択

に溢れている情報量には驚きます。

外国語です。履修方

さらにスペイン語話者の方々は陽気で気さくな方が多いため、音楽や芸術
を通し、楽しみながら自分のペースで勉学に励むことができます。

法は『学部要覧』を
参照してください。
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韓 国 語

韓国語は学びやすい！
盛んな日韓交流
近年、日韓関係は冷えていると言われていますが、民間分野の交流は相変わらず盛んに行われています。
例えば、日本人の韓国への渡航者数は2,297,893人（平成28年、韓国観光公社）で、中国に次いで2
番目です。
一方、韓国人の日本への入国者数も4,916,258人（平成28年、日本政府観光局）で、中国に次いで2
番目を占めているのです。
また、韓国では日本語学習の人口も多く、
「韓流」以降、日本においても韓国語学習熱は高まっています。

学びやすい韓国語
日本語話者の外国語習得の厳しさはおりおり指摘されていることですが、韓国語の学習は、
「笑って入っ
て笑って出る」（出られれば）と断言できます。その根拠に第一、文法が日本
語と同じであることです。1つ例文を挙げるとこうなります。
日本語：私

には

夢

と

目標

が

ある

韓国語：ナ

エゲヌン

クム

グァ

モクピョ

ガ

イッタ

随意外国語

第二に、
音が類似している言葉がたくさんあることです。上記例文の「目標」
が「モクピョ」
、助詞の「〜が」は「−ガ」という具合です。
韓国語の文字は、
「ハングル」という表音文字です。表記の仕方は、ア

訓民正音

ルファベット同様に、子音字と母音字を組み合わせて書きますが、基本
子母音字の数が24個ですので、26文字のアルファベットよりも2つ少な
いのです。平仮名や片仮名、さらに漢字の学習に幼少年時代から多くの
時間を費やさなければならなかった日本語話者は、韓国語の読み書きの
シンプルさに驚くかもしれません。

農楽 ©Tom.Yun

さあ、チャレンジしよう！
韓国の諺に「始まりが半分だ」というのがあります。どんなことでもいったん始めさえすれば半ば成し遂
げたも同然だという意味ですが、この際、どうぞ韓国語にチャレンジしてみてください。

魅力ある隣国
コラム
法律学科 令和2年度卒業
（平成30年度交換留学生）
韓国といえばK-POPやドラマなどが念い浮かぶ人が多いと思いますが、
そのほかにも日本とはまた違う魅力があふれた文化や風習などがたくさんあ
ります。
さらに韓国語は日本語と似っている部分も多いので楽しく学ぶことがで
きる言語だと思います。一見すると記号のようで難しそうなハングル文字も
仕組みはローマ字と一緒で、とても解りやすく覚えやすいです。
一生懸命覚えた言葉で他国の人と意思疎通ができた時の達成感や喜びは
自分の人生に大きな影響を与えるものになると思います。
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随意選択外国語は必
修外国語（英語）
、選
択必修外国語（ドイ
ツ語・フランス語・
中国語）の単位に振
り換えられませんが、
卒業単位に算入でき
る場合があります。

ロ シ ア 語

ロシア語もあるぞ！ 未知なる隣国へのいざない
ロシア語って？
ロシア語は、ロシア連邦と旧ソ連諸国（ウクライナ・ベラルーシ・
中央アジア・コーカサス地域およびバルト諸国）を中心に3億人が用
いる言語で、国連公用語の一つです。スラブ諸語に属す他の言語（東
のウクライナ語やベラルーシ語、西のポーランド語・チェコ語や南の
ブルガリア語・クロアチア語・セルビア語など）とは親戚関係であり、
これらの言語への入り口としてロシア語を学ぶことには大きな利点が
あります。

赤の広場（モスクワ）

国際関係において重要性を帯びるロシア語圏
近年、ロシアによるウクライナ・クリミア半島併合やロシア軍のシ
リア内戦介入など、国際秩序を揺るがすインシデントにロシアと周辺
国が関係する事例が増えています。世界秩序と安全保障および日本の
将来を考える上では、米・中・欧に加えてロシアの動きを注視せざる

随意外国語

を得ません。国際情勢の情報は英語を介して得ることが多くなりがち
ですが、ロシア語を介した情報ソースへのアプローチも一段と重要性
を増しています。

モスクワ市中心部

ロシア人の国民性
時として「ロシアの動きは変幻自在で読みにくい」と言われますが、
対応を瞬時に変える姿勢を「融通性」
として肯定的にとらえる国民性が影響しているように思われます。ロシア人は概して自己主張が強く、両極
端に走る傾向がありますが、これが「融通性」と結びつくと、独創的な人材を育む土壌を生み、宇宙工学や
コンピュータ分野での技術開発の原動力になっているのかもしれません。

拡大する相互交流
ロシア語圏での日本への印象は概して好意的です。
テレビでは日本関連のニュースが頻繁に取り上げられ、
伝統文化のほかアニメや食文化への関心も高まっています。これらの地域から日本を訪れる人も増加してい
ますので、国内でもロシア語を使う機会が増えてくるでしょう。日本人がロシア・旧ソ連諸国へ旅行する場
合、短期間であればビザなし（あるいは電子ビザ申請のみ）で滞在可能な国も増えてきました。ロシアは文
化・芸術面で豊かな歴史と伝統を有しており、音楽・バレー・フィギアスケートといった分野で活躍中の日
本人も少なくありません。加えて、経済面での交流も盛んになり、進出する日本企業も増加傾向にあります。

★法学部でロシア語を学んだ先輩方の中には、卒業後ロシアに長期留学・現地大学
院に進学した方や、ロシア語を必要とする官公庁に就職し社会で活躍されている方
がいらっしゃいます。ロシア語力の基礎作りはもとより、
「ロシア語を介して世界を
知る」をモットーに様々な話題を取り上げる授業を心がけています。外国語に苦手
意識のある方も歓迎します。是非一度トライしてみてください。

コラム
皆さん、スペイン語、
韓国語、ロシア語に
もトライしよう！
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留学制度
【日本大学及び日本大学法学部派遣交換留学制度】

日本大学には、日本大学及び日本大学法学部との学術交流協定に基づき、派遣を行う派遣交換
留学制度があります。各種留学期間、問合せ先は下記のとおりです。新型コロナウイルス感染症
の影響により、2021（令和3）年度は大学主催の各種海外渡航（交換留学・海外研修旅行等）を
中止いたしました。2022（令和4）年度に関する詳細は、大学・学部ホームページ等を御参照
ください。下記は、2020（令和2）年度に予定していたプログラムです。参考にしてください。
プログラム区分

国
名
中 国（ 香 港 ）

シンガポール

ア メ リ カ

英

語

圏

カ

ナ

ダ

アイスランド

アイルランド
オーストリア
ス
イ
ス
スウェーデン
デンマーク
フィンランド

ド

イ

ツ

フ ラ ン ス

ド

イ

ツ

フ ラ ン ス
中

国

台

湾

韓

国

中 国 語 圏

韓

国

ド イ ツ
フ ラ ン ス
韓
国

ド
イ
ツ
フ ラ ン ス
韓
国

学
校
香港教育大学

名

ナンヤン理工大学

ワシントン州立大学
エリザベスタウン・カレッジ
ウェスタンミシガン大学
アラバマ大学バーミングハム
ケント州立大学

ウェスト・アラバマ大学
トロント大学

ビフロスト大学

メイヌース大学
クレムス応用科学大学
北西スイス応用科学・芸術大学
ストックホルム大学
オーフス大学
LUT
ヨハネス・グーテンベルク大学
ベルリン自由大学
アヴィニョン大学
北京大学
山東大学
鄭州大学
国立台湾大学
国立中興大学
国立政治大学
慶凞大学校
高麗大学校
延世大学校
ヨハネス・グーテンベルク大学
アヴィニョン大学
新羅大学校

留学期間
9月から約1年間
9月から約1年間
8月から約1年間
8月から約1年間
8月から約1年間
8月から約1年間
8月から約1年間
8月から約1年間
9月から約1年間
9月から約1年間
9月から約1年間
9月から約1年間
9月から約1年間
8月から約1年間
8月から約1年間
8月から約1年間
10月から約1年間
10月から約1年間
9月から約1年間
8月から約1年間
9月から約1年間
8月から約1年間
9月から約1年間
9月から約1年間
9月から約1年間
2月から約1年間
2月から約1年間
2月から約1年間
10月から約1年間
9月から約1年間
3月から約1年間

問合せ先

日 本 大 学
学
務
部
国際交流課

日 本 大 学
法学部教務課

【認定校留学制度】

学生個人が留学先の大学を選定し出願して、入学許可を取得した上で、本学に留学を願い出て、
公式な許可を受けて留学する制度です。詳細は教務課にて確認してください。

【派遣交換留学制度と認定校留学制度の違い】
学

籍

法学部での学費
現地大学での学費
奨 学 金 等

派遣交換留学（本部）
派遣交換留学（法学部）
認定校留学
在学として扱う
在学として扱う
在学として扱う
（在籍年数に算入）
（在籍年数に算入）
（在籍年数に算入）
在籍料・後援会費（※） 在籍料・後援会費（※） 在籍料・後援会費（※）
免
除
免
除
学生本人負担
往復航空運賃相当支給 （申請できる場合がある。）（申請できる場合がある。）

※詳細の金額については必ず会計課で確認してください。
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海外研修・語学研修制度
【海外研修・語学研修制度】
日本大学には、日本大学及び日本大学法学部との協定に基づき、夏もしくは春の休暇中に実施
する３～５週間の短期研修があります。新型コロナウイルス感染症の影響により、2021（令和3）
年については大学主催の各種海外渡航（交換留学・海外研修旅行等）の中止が決定いたしました。
下記は2022（令和4）年に予定しているプログラムです。状勢によっては中止となる場合があ
ります。
プログラム区分

国

名

研

修

名

研修期間

イ ギ リ ス

ケンブリッジ大学ペンブルック・ 夏 期 約 4 週 間
※令和4年度は中止
カレッジ サマースクール

オーストラリア

オーストラリアスプリングスクール

アイルランド

ダブリンシティ大学夏期語学研修

ドイツ語圏

オーストリア

ウィーン大学夏期語学研修

フランス語圏

フ ラ ン ス

アヴィニョン大学春期語学研修

春期約4週間

中 国 語 圏

台

湾

中国科技大学春期語学研修

春期約4週間

韓 国 語 圏

韓

国

新羅大学校夏期語学研修

英

語

圏

春期約5週間

問合せ先
日 本 大 学
学
務
部
国際交流課

夏期約1か月
※令和4年度は中止

夏期約1か月

※令和4年度は中止

日 本 大 学
法学部教務課

夏期約3週間

※令和4年度は中止

留学制度及び海外研修・語学研修制度の問い合わせ先

【日本大学学務部国際交流課】
TEL：03-5275-8116
E-mail：int@nihon-u.ac.jp
URL：http://www.nihon-u.ac.jp/international/

【日本大学法学部教務課】
TEL：03-5275-8502
E-mail：kyomu.law@nihon-u.ac.jp
URL：http://www.law.nihon-u.ac.jp
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谢谢

Guten Morgen

Здравствуйте

こんにちは

Merci

Как дела?

早上好

Hello

Hola

건강하세요?

2022（令和４年）

