
概 要
日本海に面しているという新潟の地理上の特性に鑑み、ロシア語の分かる地方公務員、基本的なロシア語会話
ができる英語教師、ロシアの文化について語ることのできるジャーナリストといった人材を育てるためのカリ
キュラムである。ロシア語の初級、中級文法とロシア文化の基本的な知識の習得を目指す。

ね ら い 別に専門を持ちながらロシアの人々、ロシアの文化と接していくためのロシア語の力を身につける。また、ロ
シアの文化にアクセスするためのノウ・ハウを身につける。

到達目標

１．習得語彙数1000以上。形動詞・副動詞まで含めた基本的文法を習得し、活
用できる。

２．ゆっくりしたテンポで基本的な会話ができる。
３．新聞・雑誌の記事等を辞書を使って読解できる。
　　（指定のロシア語検定２級受験レベル）

副 専 攻
委員会委員

○番場　　俊
　齋藤　陽一

認定条件
及び評価
の 方 法

【各プログラム共通の認定条件】
・本副専攻プログラムの「入門科目」を、「第３年次末」までに履修し、その単位を修得していること。
・卒業時の総修得単位数が、所属する学部の卒業要件単位数に「12単位」以上を加えたものであること。
・本副専攻プログラムが定めた授業科目から「24単位」以上を修得していること。
・卒業時の全科目のＧＰＡが、「2.5」以上であること。

【各プログラム独自の認定条件等】
・コア科目から、属性区分「Ｒ」科目（必修科目）を含む「12単位」以上を修得していること。
・属性区分「Ａ」科目から、「５単位」以上を修得していること。
・第３年次以降に、必ず、「ロシア言語文化演習」（属性区分「Ｒ★」）を「１科目」以上受講すること。
・認定申請時に課せられる最終レポートを、所定の締切までに提出し、合格すること。
・�人文学部人文学科西洋言語文化学主専攻プログラムに所属する学生のうち、ロシア語に関わる論題で卒業論文
を執筆する者については、本プログラムによる副専攻認定は行わない。

プログラ
ムの紹介

ロシア語は、たしかに難しいところがある言語です。１年次に苦労した人もいるかもしれません。
ですが、せっかく勉強したロシア語をこれでやめてしまうのは、もったいないと思いませんか？
中級・上級のロシア語クラス、さらに関連する講義・演習などでロシア語の勉強を少しずつ継続していけば、
所属学部に関わらず、比較的無理なく副専攻認定を受けることができます。学生も教員も少人数ですから、みな
さんは主専攻のかたわら、アットホームな雰囲気での学修を続けていくことになります。新潟はロシアとの結び
つきが強い都市ですし、ロシア語を一定以上修得した学生は全国でも少数ですから、卒業後の仕事でロシア語の
知識を活かす可能性もでてくるでしょう。なにより、日本語とも英語とも異なる論理と情感をもった言語と文化
を４年間継続的に学びつづけることによって、みなさんの視野はぐっと広がり、アタマもやわらかくなることで
しょう。
特別な気負いはいりません。気軽に担当教員に相談してみてください。

令和４年度　課題別副専攻

■プログラムの名称
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※H・T（オナーズ・タイム）：11時55分～12時45分
※海外研修については、当該教育施設及び教育課程の審査の上、単位を認めることがあります。
　副専攻の単位認定のための海外研修を考えている場合は、必ず渡航前にプログラム代表教員に相談してください。
　�なお、海外研修の単位認定申請は、卒業年次に限らず、「外国語」プログラムの「海外研修」単位認定申請期間中です。詳細は別途掲示板
及び学務情報システムから通知します。
属性区分　　R：必修科目／R★：選択必修科目／A：初歩的科目

（＊）「比較経済体制論」および「ロシア経済論」は、それぞれ重複して履修することはできません。

分類 属性 開講番号 授業科目名 単位 学期 ターム 曜限 形式 授業担当者 所属 分野 水準

1 コア R 220Q9014 ロシア学研究法【入門科目】 1 第1学期 第1・2ターム 水H・T 演習 番場　俊 人文社会科学系（経済科学部） 71 03

2 コア A （全科目） 外国語ベーシック Ⅰ（ロシア語） 1 演習 各教員 71 03

3 コア A （全科目） ロシア語ベーシック Ⅱ 3 第2学期 第3・4ターム 演習 各教員 71 03

4 コア A 220G1088 ロシア語ベーシックプラスＡ 2 第1学期 第1・2ターム 演習 各教員 71 03

5 コア A 220G1537 ロシア語ベーシックプラスＢ 2 第2学期 第3・4ターム 演習 各教員 71 03

6 コア A （全科目） ロシア語スタンダードⅠＡ、ⅠＢ 3 第1学期 第1・2ターム 演習 各教員 71 03

7 コア A （全科目） ロシア語スタンダード Ⅱ 3 第2学期 第3・4ターム 演習 各教員 71 03

8 コア A （全科目） ロシア語インテンシブⅠＡ、ⅠＢ 4 第1学期 第1・2ターム 演習 各教員 71 03

9 コア A （全科目） ロシア語インテンシブ Ⅱ 4 第2学期 第3・4ターム 演習 各教員 71 03

10 コア 220G1085 コミュニケーション・ロシア語Ａ 2 第1学期 第1・2ターム 水3 演習 五井　ビクトリヤ 非常勤講師 71 03

11 コア 220G1086 コミュニケーション・ロシア語Ｂ 2 第1学期 第1・2ターム 木3 演習 富山　栄子 非常勤講師 71 03

12 コア 220G1538 コミュニケーション・ロシア語Ｃ 2 第2学期 第3・4ターム 木3 演習 富山　栄子 非常勤講師 71 03

13 コア 220G1087 ロシア語セミナーＡ 2 第1学期 第1・2ターム 水4 演習 山川　詩保子 国際連携推進本部 71 04

14 コア 220G1539 ロシア語セミナーＢ 2 第2学期 第3・4ターム 水4 演習 五井　ビクトリヤ 非常勤講師 71 04

15 コア 220H3022 ロシア言語文化基礎演習Ａ 2 第1学期 第1・2ターム 水3 演習 齋藤　陽一 非常勤講師 29 13

16 コア 220H3023 ロシア言語文化基礎演習Ｂ 2 第2学期 第3・4ターム 未定 演習 未定 未定 30 13

17 コア 休講 西洋言語文化研究法Ｅ 2 講義 29 13

18 コア 休講 ロシア言語文化概説Ａ 2 講義 29 03

19 コア 220H2089 ロシア言語文化概説Ｂ 2 第2学期 未定 未定 講義 未定 未定 30 03

20 関連 ※ 海外研修 実習 71 04

21 関連 223G7547 文学Ｄ 2 第2学期 第3ターム 月・木1 講義 番場　俊 人文社会科学系（経済科学部） 29 03

22 関連 R★ 220H5103 ロシア言語文化演習 2 第1学期 第1・2ターム 火4 演習 齋藤　陽一 非常勤講師 29 14

23 関連 R★ 220H5104 ロシア言語文化演習 2 第2学期 第3・4ターム 未定 演習 未定 未定 29 14

24 関連 休講 ロシア文芸論 2 講義 29 04

25 関連 休講 ロシア言語文化論Ａ 2 講義 29 04

26 関連 220H4069 ロシア言語文化論Ｂ 2 第1学期 集中 講義 中谷　昌弘 人文社会科学系（人文学部） 29 04

27 関連 220H4070 ロシア言語文化論Ｃ 2 第1学期 集中 講義 清沢　紫織 非常勤講師 30 04

28 関連
221E1084 比較経済体制論（＊） 2 第1学期 第1ターム 月・木3 講義 道上　真有 人文社会科学系（経済科学部） 36 04

（夜間主） 220E5040 比較経済体制論（＊） 2 第1学期 第1・2ターム 月6 講義 道上　真有 人文社会科学系（経済科学部） 36 04

29 関連
222E1079 ロシア経済論（＊） 2 第1学期 第2ターム 月・木3 講義 道上　真有 人文社会科学系（経済科学部） 36 04

（夜間主） 222E5064 ロシア経済論（＊） 2 第2学期 第3・4ターム 月6 講義 道上　真有 人文社会科学系（経済科学部） 36 04
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■授業科目リスト（掲載されている学期・曜・限は変更される場合があります。）


