


学べる外国語

初級ドイツ語 初級フランス語

ドイツ語はドイツ、オーストリア、スイスなど中央ヨーロッパ
諸国の公用語です。

フランス語はフランス本国のほかスイス、ベルギー、カナダ
など世界５大陸で話されています。

初級中国語 初級朝鮮語

中国語は中国のほかシンガポールなど用いられその使用
人口は 13 億人を越えるといわれています。

朝鮮語は朝鮮半島(大韓民国・朝鮮民主主義人民共和国)で
主に話されています。ハングルが用いられます。

コミュニケーション・ツールとしての外国語
現地でその国の言語を使ってコミュニケーションを図ることは、相互理解にとって非常に重要です。
在学中の海外旅行や研修・留学はもちろん、卒業後にも海外への旅行や滞在、日本での外国人との
交流など、外国語のスキルが活かせる場面はたくさんあります。

「融合する文化」の母体となる外国語
言語を母体とする文化は、国境を越えて影響を及ぼしあい、融合して新たな文化を生み出します。
様々な言語と文化を学び、「外から」の多角的な視点を得ることによって、自国の文化についての認識
も深まることでしょう。

SDGs達成の鍵となる「多様性」
多様性を重んじる社会の実現や、人類にとっての重要問題の解決を目指すためには、多言語・多文化
の意識をもつことが大切です。

国際的なキャンパス
愛媛大学は世界各地の30を超える大学と学術交流協定を結んでいます。様々な国からの留学生が学ぶキャンパスは、愛媛でもっとも国際的
な場と言えるでしょう。新たな外国語を学ぶことで、国際交流のチャンスが拡がるかもしれません。

「世界人」をめざして
多面的な異文化理解のスキルを身につけることも、外国語を学ぶ意義のひとつです。英語に加えてもう１つ、外国語を学ぶことはそのための
第一歩。みんなでゼロから学習をスタートできる外国語が４つありますので、まずは１つ選んで勉強してみましょう。



初級ドイツ語

ドイツ語ってどんな言語？

ドイツ語はドイツ、オーストリア、スイスなど中央ヨーロッパ諸国の公用語で、ドイツ語を母語とする人の数は約1億3千万人です。ヨーロッパで
は英語をしのぐ規模の言語集団であり、世界でも10位前後の話者数となります。表記にはアルファベットを使いますが、英語にはない4つの母
音 ä、ö、ü と子音ß があります。綴りと発音の関係は英語に比べてずっと規則的です。例えば…

見覚えのあるような単語もたくさんありますね。このようにドイツ語と英語は特に基本的な単語がよく似ています。これは、両言語が起源的に
親戚関係にあるからです。また、「アルバイト」「バームクーヘン」「ゲレンデ」「カルテ」など、そのまま日本に取り入れられた言葉も多くあります。
その他、文法面での特徴としては、「語形変化が豊かであること」と、固有名詞や文頭でなくても「名詞は必ず大文字で書き始めること」が挙げ
られるでしょう。

ドイツといえば、ビールやソーセージ、サッカー、オーストリアならモーツァルトなどの音楽家を思い浮かべる人も多いかと思いますが、それ以外
にも哲学者のカント、文豪ゲーテ、世紀末芸術のクリムト、物理学者のアインシュタインなど、様々な分野で人材を輩出し、また、日本初の憲法と
なった大日本帝国憲法がドイツのワイマール憲法を手本とするなど、日本にも大きな影響を与えてきました。現在のドイツは、好調な経済成長、
先進的な環境政策や技術、整備された地方分権制、コロナ禍におけるいち早い芸術文化支援などが注目され、ヨーロッパ連合(EU)のリーダー
的な役割を果たしており、メルヘン街道やロマンチック街道などの観光地も有名です。また、オーストリアの首都ウィーンも、音楽やカフェ文化で
人々を魅了する街であり、スイスのドイツ語圏に属するアルプス地方も景勝地として親しまれています。最近では、ハリボーなどのお菓子、ラミー
などの文房具、ヴェレダなどのオーガニックコスメ商品など、私たちの日常生活においても多くのドイツ製品を見ることができます。

Mein Name ist Wolfgang Amadeus Mozart. Ich bin Komponist.
マイン       ナーメ   イスト ヴォルフガング       アマデウス      モーツァルト   イヒ   ビン       コンポニスト

私の名前はヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトです。 私は作曲家です。

“
”

ドイツ文化について

ベルリンの壁 バウハウス資料館



初級ドイツ語

授業案内
初級ドイツ語Ⅰ～Ⅳは、共通教育科目の教養科目として選択できます。
初級ドイツ語Ⅰ・Ⅱ（第1・2クォーター）および初級ドイツ語Ⅲ・Ⅳ（第3・4クォーター）は、ドイツ語とドイツ語圏事情に関する入門的な授業
です。「聴く・読む・話す・書く」のバランスのとれた技能の修得を目標としています。

松山市は30年以上、ドイツのフライブルク市と姉妹都市交流を続けており、多方面にわたる活発な交流が行われています。また、フライブルク大
学と愛媛大学は、2005年から学術交流協定を結んでいますので、1年間の交換留学も可能です。よりコンパクトな留学としては、ドイツの大学が
夏休みや春休みに外国人向けに開催しているドイツ語講習がお勧めです。これらは法文学部での単位認定が可能で、特にフライブルク大学の
講習には、愛媛大学からも毎年、皆さんの先輩が参加しています。仮に、渡航ができない年度においても、オンライン開催されるので、テレワーク
の重要性が増す現代において、外国語圏とダイレクトに繋がれる貴重な機会となっています。

ドイツ語圏諸国は政治・経済・文化など、あらゆる面で成熟し
ているので、日本にとって学べることが多々あります。英語で
発信されるニュースだけでなく、ドイツ語で発信される情報
にも目を向けることで、新たな視野が開けることでしょう。ド
イツの今を知るには、右記のWebサイトやポッドキャストが
参考になります。

留学・語学研修のチャンスは？

これからドイツ語を学ぶ方へ

語学研修風景 ニュルンベルクのクリスマスマーケット

初級ドイツ語Ⅰ・Ⅱ

文字と発音、あいさつ、自己紹介などの基本的コミュニケーション、日常的な状況における表現力の基礎を養います。

初級ドイツ語Ⅲ・Ⅳ

初級ドイツ語I・IIの基礎の上に、ドイツ語全般の理解に必要と思われる知識・技能を習得する授業です。文法事項もやや高度になり、必
要な語彙も増加します。どの授業でも映像や音声を用いてドイツの歴史や文化に触れつつ、総合的にドイツ語を取り巻く事象を学んでい
きます。

初級ドイツ語I～IVを通して受講することで、ドイツ語技能検定試験（独検）4級レベルに到達することが可能です。独検は毎年6月と12
月に松山でも開催されています。

ドイツニュースダイジェスト

ドイツのメディアから 【ポッドキャスト】

ドイチェ・ヴェレ 【ドイツ語学習サイト】



初級フランス語

フランス語ってどんな言語？

フランス語は、フランス本国はもとより、ギアナやニューカレドニアなどフランスの海外県・海外自治体で用いられているほか、スイス、ベル
ギー、カナダなどの国語・公用語のひとつでもあり、世界の５大陸すべてで実際に話されています。また、マダガスカル、モロッコ、コンゴなど多
くのアフリカ諸国でも、公用語や教育語となっています。世界で英語に次ぎ２番目に多くの国々で、また国連をはじめとする諸機関で用いられ
ている「国際語」でもあるのです。

フランス語は英語と同系統の言葉で、歴史上、英語の形成にも影響を与えてきました。このため単語も文法も英語によく似ています。また、ラテ
ン語 (古代ローマ帝国の言語)に由来するため互いに似ている、スペイン語やイタリア語とも親戚関係にあります。文法には例外がきわめて少
なく、発音するとき日本語にない音も多少ありますが、綴り字の読みかたなどの規則性が高く、実は「外国人にとって学びやすい言語」といえま
す。フランス語の学習により、英語への理解も深まることでしょう。

フランス語はヴェルサイユ宮殿が建造された17世紀半ばに現在とほぼ同じ形に整えられ、それ以後、できるだけ変化しないように統制されて
きた言語です。１年間しっかり基礎を学べば、辞書を参照しながら400年前の文献を読むことも可能なのですから、「コスパのよい」外国語だと
思いませんか？

フランス語は、文学、芸術、思想、科学・技術、デザイン、モード、料理、スポーツなど多くの分野で注目を集める「フランス語文化圏」を形成してお
り、日本の文化にも少なからず影響を与えてきました。ミュージカルにもなった『レ・ミゼラブル』や、印象派の絵画などは皆さんにもおなじみで
しょう。2023年にはラグビーのＷ杯、2024年にはパリ・オリンピックが開催されます。ちなみにオリンピックの公用語も英語とフランス語ですか
ら、開催地を問わず、場内アナウンスには必ずフランス語も用いられています。ぜひ聞き取ってみましょう！

パリや地方の美しい景観は、環境保護政策の賜物であり、フランスは世界一の観光大国でもあります。また政治の領域では、ヨーロッパ連合で
中核的な役割を果たしているほか、独特な労働・家族政策でも知られ、少子化対策や食糧自給率の高さは先進各国のお手本と目されています。

フランス語の基礎知識は、さまざまな分野で皆さんが学習するための強力なツールになるかもしれません。外国語の学習は、語学力のみならず、
ものの見かた、考えかたを拡げることにも繋がります。日本の言語や文化に対する認識もきっと変わると思いますよ！

フランス語圏の文化について

セーヌ河岸（パリ） 世界遺産モン・サン・ミシェル



初級フランス語

授業案内

愛媛大学はフランスのブルゴーニュ大学と学術交流協定を結んでおり、交換留学が行われています。コロナ禍で中断を余儀なくされていました
が、2022年の秋に再開となり、9月に２名の３回生が現地へ出発しました（他大学でも通年や夏期の語学・文化講座が開かれています）。また２
年に１度、教員が引率する２～３週間の《フランス言語文化研修》がブルゴーニュ大学附属語学学校での学習を中心に実施されます。

多くの先輩たちが実地で学ぶ体験を通して語学力を磨き、その後の学習に活かしています。今後も、日本から現地と繋がることも含め（2021年
度にはオンライン研修 ＋ 個人レッスンを実施）、さらなる交流の継続・強化が期待されます。詳しくは次にご紹介する「愛媛大学フランス語学習
支援サイト」をご覧ください。研修旅行のスケジュールや費用、参加者の声、交換留学や私費留学の体験記などが掲載されています。

留学・語学研修のチャンスは？

これからフランス語を学ぶ方へ

ディジョンの美術館 ワイン名産地ブルゴーニュのブドウ畑

もっと詳しい情報について
はぜひ「愛媛大学フランス語
学習支援サイト」をご覧くだ
さい。

などの記事が掲載されています。まずは「フラン
ス語ってどんな言語？」のページからどうぞ！

初級フランス語Ⅰ～Ⅳは、共通教育科目の教養科目として選択できます。
初級フランス語Ⅰ・Ⅱ（第1・2クォーター）および初級フランス語Ⅲ・Ⅳ（第3・4クォーター）は、フランス語とフランス語圏事情に関する入門的な
授業です。

どのクラスも目標は同じですが、授業の進めかたなどに多少の違いがありますので、詳しくはシラバスを参照してください。すべてのクラスで
週に２回、文法中心の授業だけでなく、会話中心の実践的な授業もおこなわれています。１年間で仏検４級（松山でも春と秋に受験できます）
のレベルに到達することが可能です。１回生のあいだにチャレンジするならば、秋の５級を目標にするとよいでしょう。

動画チャンネルご紹介

フランス語の響きを聴いてみたいかたは、YouTubeで動画を視聴してみましょう。②と③は、
フランス語の学習を継続中の愛大生に人気のチャンネルです。

① Français avec Pierre
　ネイティヴによる無料レッスン動画。登録者数は200万人を超えています。

② パリちゃんねる
　現地のフランス人に日本の食品などの感想や日常生活についてフランス語で聞く
　シリーズ。現地で使われている生きたフランス語を耳にしながら、フランスの文化や、
　日本についての考えかたを知ることができます。エッフェル塔の前でインタビューする
　など、街の様子を見ることができるのもお奨めポイントだそうです。

③ Easy French
　こちらも街で色々な人にインタビューするチャンネルで、生のフランス語を聞くことが
　できます。教えてくれた学生は、気になった単語やフレーズをメモしたり、シャドー
　イングしたりして、会話の授業に活かしているそうです。

多くの皆さんがフランス語を学び、
新たな世界を発見されますよう願っています。

● フランス語ってどんな言語？
   （勉強すると役にたつの？）
● 教員紹介　　  ● 初年度の授業　
● 留学・研修　　● 「仏検」案内



初級中国語

中国語ってどんな言語？

みなさんが愛媛大学で学ぶ「中国語」とは、簡単に言うと中国の標準語であり、中国では「普通話」（あまねく通用することば）と呼ばれていま
す。首都北京のことばを基礎としています。

シンガポールなど中国以外でも用いられているため、中国語の使用人口は 13 億人を越えるといわれています。世界総人口の概ね20パーセン
トが用いている大言語です。中国は広いため多くの方言が存在します。例えば北京の人と上海の人がお互いの方言でコミュニケーションする
ことはまったくできません。とは言え、現在では「普通話」が相当程度普及しており、このことばさえマスターしておけば中国のどこに行っても困
ることはありません。

ヨーロッパのことばとは違い、動詞、名詞、形容詞等の活用がまったくないため、入門期における中国語の学習は非常に簡単です。「我（わた
し）」、「你（あなた）」、「不（～でない）」、「爱（愛する）」という４個の単語を覚えれば。「我爱你（私はあなたを愛しています）」、「你爱我（あなたは
私を愛しています）」、「我不爱你（私はあなたを愛していません）」、「你不爱我（あなたは私を愛していません）」がすぐに言えるといった具合で
す。一年間の学習でも、まじめに取り組みさえすれば、片言くらいはできるようになります。ちょっと英語以外の外国語でも勉強してみようか、と
いう人にこれ以上都合のいい外国語はあまりないでしょう。

中華人民共和国では、日本の漢字をより若干簡略化された「簡体字」が用いられています。「車」が「车」になるなど最初はとまどいますが、すぐ
に慣れます。非漢字圏の学習者が一から漢字をマスターしなければならないことを思うならば、取るに足らない労力です。

最後にハードルが高いと思われるところも書きましょう。それは発音です。率直に言って、日本人にとって中国語の発音は、かなりマスターしに
くい部類にはいります。克服するためにはひたすら地道な反復練習あるのみです。

中国の文化は日本の文化と、とても深く結びついています。和洋中というように、中華料理には美味しいものがいっぱい！日本の食卓に欠かせま
せん。さらに、「豆腐」を中国語で発音すれば「ドウフ」。椅子を「イス」と発音するのも、実は中国語。私たちは普段、知らないうちに「中国語を話
し、中国文化に触れている」のです。日本の文化や伝統は、唐など中国の文化を参考に作られてきました。中国語を学ぶことは、日本やアジアの
文化を学ぶことに直結します。中国語を学び、広くて深い「時空の旅」へ出かけましょう！

中国文化について

中華料理 上海



初級中国語

授業案内

授業以外に様々な短期留学のコースや長期留学の制度が用意されていますので、積極的に利用するとよいでしょう。一定の条件を満たした場
合、ともに奨学金が支給される可能性が高いです。

2023年1月現在、中国大陸との交流は再開していませんが、台湾との交流は再開しつつあり、開南大学に複数名の法文学部生が留学中です。

中国という巨大な国（日本の26倍の面積）は、いうまでもなく日本のすぐ西に位置しています。直行便（現在は運休中）でしたら松山から上海ま
で2時間ちょっとです。この位置関係を動かすことはできません。そして、そこには14億を超える人々が暮らしているわけです。愛媛大学に学ぶ
留学生の3割以上も中国からの学生です。ここ松山においても中国・中国人と接する機会がさまざまな局面でふえていくことでしょう。現在か
なりむずかしい時期にある日中関係ですが、日本が今度も中国に対する関心を持ち続けて行かざるを得ないことは明白です。半年、1年でも中
国語を学ぶとともに中国に対する興味を養う。このことは皆さんの今後の人生にとって有意義なことだと思います。

留学・語学研修のチャンスは？

これから中国語を学ぶ方へ

中正紀念堂 九份

初級中国語Ⅰ・Ⅱ
中国語の発音とピンイン(中国語のローマ字表記)を中心とした、中国語検定試験準4級レベルを到達目標とした中国語入門。中国語学習
を通して現代中国の社会、文化に対する理解を深めることも目的の一つである。
なお、日本中国語検定協会準4級の認定基準は「学習を進めていく上での基礎的知識を身につけていること。(学習時間60～120時間。
一般大学の第二外国語における第一年度前期修了,高等学校における第一年度通年履修,専門学校・講習会等において半年以上の学習程
度。)」とされている。

http://www.chuken.gr.jp より。

初級中国語Ⅰ～Ⅳは、共通教育科目の教養科目として選択できます。

初級中国語Ⅲ・Ⅳ

「初級中国語Ⅰ・Ⅱ」の基礎の上に、中国語の発音とピンインの完全な定着を目指し、同時に基礎的文法も学習する中国語検定試験4級
レベルの中国語初級。中国語学習を通して現代中国の社会、文化に対する理解を深めることも目的の一つである。
なお、日本中国語検定協会4級の認定基準は「平易な中国語を聞き,話すことができること。(学習時間120～200時間。一般大学の第二
外国語における第一年度履修程度 。)」とされている。

http://www.chuken.gr.jp より。



初級朝鮮語

朝鮮語ってどんな言語？

朝鮮語は朝鮮半島(大韓民国・朝鮮民主主義人民共和国)で主に話されていることばであり、約7千万の言語人口を有しています。朝鮮語はほ
かにも、中国の延辺朝鮮族自治州や中央アジア、ロシア、またアメリカの韓国系移民、在日韓国・朝鮮人の間でも広く話されている言語です。

朝鮮語は、語順や語彙構成（漢字語・外来語・固有語）が日本語とほぼ同じだという大きな共通点があるほか、「りんごは赤い 사과가 빨갛다」
「赤い太陽 붉은 태양」「真っ赤なうそ 새빨간 거짓말」「草が青い 풀이 푸르다」「黒白をつける 흑백을 가리다」など、同じ色彩表現を用います。
また、慣用表現の中で用いる数の表現「四苦八苦 사고팔고」「七転八起 칠전팔기」「九死に一生を得る 구사일생」「百聞は一見に如かず 
백문이 불여일견」なども、共通して用います。このように、朝鮮語は、日本語がネイティブである皆さんにとって共通点が多く、大変有利な言語
であるといえます。朝鮮語の独自の文字であるハングルも、とても学びやすい文字です。

朝鮮半島と日本は古来より密接な関係があり、仏教や朱子学の伝来や文化遺産などの高い共通性が挙げられます。現在、韓国は、日本でも大人
気のK-POPや韓国ドラマ、食以外にも、文学、映画、アート、コスメ、スポーツなどさまざまな分野で躍進がめざましく、魅力がつまった鉱脈があ
ります。皆さんがその鉱脈から「お気に入り」を掘り当てるとき、ことばは、よりダイレクトなツールになりえるでしょう。また、日本ともっとも近い
国である韓国・北朝鮮と、相互理解を深め、友好的な関係を築くうえでも、ことばは大きな力を発揮するにちがいありません。

韓国・朝鮮の文化について

梨花洞（イファドン）壁画村 チマチョゴリ



初級朝鮮語

授業案内

愛媛大学は、韓国の忠南大学校・蔚山大学校・韓瑞大学校と交流協定を結んでおり、交換留学のチャンスが全学部生に与えられています。2022
年度も、複数名が交換留学を果たしています。その他に、文化研修や短期語学研修も実施されています。多くの愛大生たちが、実際に韓国の地
で学び、より高い言語運用能力を身につけ、異文化理解に長けた貴重な存在として各方面で活躍しています。

朝鮮半島は何といっても最も近い地域です。皆さんが
学習して実際に使い、隣国の人 と々心を通わせる可能
性が非常に高いと言えるでしょう。愛大で勉強している
韓国人留学生とも話す機会が少なからずあります。松
山空港から韓国直行便が飛んでいるという好条件の
下、気軽に韓国へ旅し、学んだ言葉を試し、人と人との
触れ合いを直に体験しましょう！

留学・語学研修のチャンスは？

これから朝鮮語を学ぶ方へ

交流協定校の忠南大学校正門 ソウルにあるピョルマダン図書館

初級朝鮮語Ⅰ・Ⅱ

「聞く・話す・読む・書く」のすべてにわたるコミュニケーション能力の基盤を養います。徐々にハングル(朝鮮語の文字)を無理なく習得
し、朝鮮語であいさつや自己紹介をしたり、相手に質問するなどの基本的なコミュニケーションができるようにします。ハングル能力検定
試験の 5級程度のレベルに到達することが可能です。

初級朝鮮語Ⅲ・Ⅳ
「初級朝鮮語Ⅰ・Ⅱ」で習得したことを基に文法力をしっかりと身につけ、日常生活に必要な会話能力を身につけ、様々な場面に対応でき
るように表現力をより豊かにすることを目指します。ハングル能力検定試験の4級程度のレベルに到達することを目指しています。

ハンギョレ新聞 朝鮮日報 【韓国のいまのニュースを知る】

東京外国語大学言語モジュール朝鮮語 【韓国語学習サイト】

参考サイト

初級朝鮮語Ⅰ～Ⅳは、共通教育科目の教養科目として選択できます。
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