
副専攻（初修外国語）ガイダンス（2013 年 1 月 23 日(水)5 限） アンケートまとめ

参加人数：学生 49 名、教員 8 名

（アンケート回収数：41）

所属と学年について：

人文 20 名、教育 7 名、農 6 名、法 3 名、経 2 名、理 2 名、工 1 名。全て 1 年生。

副専攻制度を知った時期について：

入学前：8 名、入学直後のガイダンス：29 名、今回の説明会：4 名

説明会の内容について：

たいへん参考になった：12 名、参考になった：26 名、参考にならなかった：0 名、無回

答：3 名

説明会の開催時期について：

適切：37 名（2 月 1 日までに主専攻の申請を出さなければいけないので、1 年生の私に

とってはとても参考になる時期で良かったです）、

別の時期がよい：4 名（テスト前は避けて欲しい／2 年次からの話なのでもっと早く情報

が欲しい 11 月～12 月頃がよい／履修しておけば良かったと思う授業が多かった／も

っと早くてもいいかなと思いました 11 月～12 月?頃がよい）

副専攻の修得について：

すでに修得に向け取り組んでいる：4 名（独語 3、仏語 1）

本日の説明を聞き、今後履修していきたい：24 名（仏語 3、露語 3、中国語 3、独語 2、

独コリア 1、コリア 1、無記入 11）

履修は考えていない：1 名

まだ分からない：12 名

初修外国語以外で興味を持っている副専攻プログラム：

外国語(英語)8、芸術学 7、文化財学 4、平和学 4、環境学 3、メディアリテラシー3、経

済学 2、法律学 2、会計学 1、世界システム論 1、政治学 1、地域学 1

感想：

・実際に副専攻を取っている先輩のお話を直に聞くことが出来て良かった。また、本日の

説明を聞き、来年も外国語を続けていこうと思いました。（人文 1 年）

・2 年時以降も何らかの形でロシア語を勉強し続けたいなと思い、副専攻の説明会に来まし

た。教育学部の専攻とロシア語を両立できるか心配です。人文学部以外の先輩方の話を

もっと聞けたらいいなと思いました。（教育 1 年）

・実際に取り組んでいる先輩の話を聞けて、やる気が湧いた。（人文 1 年）

・お話を聞いたことで、モチベーションが上がりました。いいお話を聞けて良かったです。

先生方たちによるサポートも厚そうなのでほっとしました。（人文 1 年）

・実際先輩方の意見を聞けて非常に面白かった。ただ、各言語の説明は少し長く感じたの



で、ここの先生との質問コーナーをもう少し多く取って頂けると嬉しいです。（農 1 年）

・副専攻を受講した先輩方の感想を聞けて良かったです。（人文 1 年）

・よく分かる説明会でした。人文以外の人の話を聞けたのも良かったです。初修外国語の

副専攻は Q コード科目が少ないのが少し残念です。理由は人文学部は CAP が 22 単位ま

でで、個人的に私は歴史学を専門にして、教職も取ろうと考えていることです。副専攻

を取る単位の余裕が少ないです。（人文 1 年）

・1 年で初修外国語をやめてしまうのは本当にもったいないと感じていたので、今日の説明

会は刺激になりました。将来的には 2 年次にも必修科目として組み込まれるとよいと思

いました。（経済 1 年）

・副専攻を実際にしている先輩の話が聞けてよかった。（教育 1 年）

・初修外国語を副専攻として学び続けることの重要性がよく伝わった。副専攻で初修外国

語を学び、自分の視野を広げ自信につなげたい。（人文 1 年）

・今日の説明会を聞いて、自分の受けている初修外国語の認識について考え直すきっかけ

となりました。未だに他の副専攻の中でどれを取るか、そもそも副専攻を修得するかど

うかについても決めていませんが、今回の説明会はとても参考になりました。ありがと

うございました。（農 1 年）

・留学をしてみたいと思っているので、Web などでも積極的に確認したいと思った。（教育

1 年）

・1 年間外国語を学んで楽しさを感じ、2 年次も続けたいと今回参加しました。自分は優秀

ではないので主専攻との両立は難しいだろうと思うので、副専攻の取得は考えていませ

んが、外国語には触れていきたいです。（法 1 年）

・今まで、副専攻で外国語を取ること自体に興味はあったのですが、今回、ガイダンスを

聞いて、より明確に理解することが出来、やる気も出て来ました。説明会はとても分か

りやすかったです。（人文 1 年）

・人文以外の人でも頑張れば初修外国語の副専攻を取れるんだなと思った。1 年でやったス

タンダードの単位が活かされるのは他の副専攻を取るより有利だなと思った。ただ正直、

教育で実習等もあり、本当にできるかどうか不安に思う。（教育 1 年）

質問とその回答

Q．初修外国語の副専攻とは別に、他の副専攻も合わせて履修できますか？（人文 1 年）

A.副専攻プログラムの冊子に、「主専攻（皆さんが所属する学部での専門の授業）の履修が

おろそかになることがないように、最終的に副専攻が認定されるのは一人ひとつまでと

しています。」とあります。複数の副専攻について、履修することは可能ですが、卒業時

に認定されるのは一人ひとつです。

Q.奨学金はどのくらい種類（額や返済義務の有無）があるのか。また、語学検定にどれく



らい対応していますか（ドイツ語）（人文 1 年）

A.学内・学外のものがありますので、大学ホームページの「留学情報」をよく参照してく

ださい。また、各言語の担当の先生に相談してみると良いでしょう。語学検定による初

修外国語単位認定については、G コード科目の履修ガイドに記載がありますのでご確認

ください。

Q.人文学部以外の学生の修了認定率を教えていただきたいです。（経済 1年）

A.副専攻（初修外国語）について、平成 17 年度から 24 年度の通算で、認定者は 96 名いま

した。内訳は、人文 68 名、教育 10 名、経済 7 名、農 7 名、法 5 名、理 2 名です。

平成 19 年度～24 年度の認定者数は 83 名（うち人文学部以外の学生は 27 名、以下同じ）

であり、その時期に対応する平成 17 年度～22 年度の Q コード（副専攻入門科目）受講

者合計は、247 名（198 名）ですので、修了認定率＝認定数÷Q コード履修者数とすれば、

この時期の修了認定率は、34%（14%）（※）となっています。

（※）Q コード科目が 2 科目開講されている副専攻があることや、全員が Q コード科目

を 2 年次で履修するとは限らないので、あくまで参考値です。

Q.「ロシアへの短期留学は不調」というのは具体的にはどういうことですか?（人文 1 年）

A.近年は大学間の協定にもとづく短期の研修が実施されていないということです。半年以

上の長期留学は好調です。

Q.就職の際、面接などで副専攻を修得した（している）ことをアピールすると、具体的に

どれほど企業に印象を与えられるか。実際それが採用される一つの要素になったという

人はいるか。（人文 1年）

A.本学の副専攻制度について、一部の企業においては、複眼的な思考力を養える先進的な

取り組みとして認識されています。過去に副専攻を就職活動に活用した例では、英語を

履修した学生が面接でアピールした等があります。しかし、まだまだ知られていないの

が現状です。就職活動の際には、主専攻だけではない「自分の強み」として積極的にア

ピールしましょう。

Q.副専攻で開講されている授業を、副専攻の認定にかかわらず、とっている人はいるのか。

（教育 1 年）

A.はい、います。

副専攻で開講されている科目には 2 種類あります。ひとつは副専攻のためだけに開講

されている Q コード科目、もうひとつは G や K など、Q 以外のコードの科目です。

前者ですが、副専攻パンフレットを見て頂けると分かりますが、Q コード科目はその

副専攻のためだけの科目です。しかし、実際には複数の副専攻の Q コード科目（例えば



英語と環境学といったぐあいに）を履修したり、Q コード科目を履修したのに最終的に

は修了認定を受けなかったり、という学生もいます。

後者ですが、G や K など、それぞれの学部の教養や専門に関する科目なので、副専攻

の認定に関わらずとっている人がいます。

Q.ただ単に G コード科目として履修するのに比べて、副専攻として初修外国語を学ぶこと

の意味はなんでしょうか。（人文 1 年）

A.G コード科目の履修を積み重ねていけば副専攻として認定される、という仕組みですが、

副専攻を意識して履修をすると、語学修得へのモチベーションが上がる、同じ目標の先

輩後輩と切磋琢磨できる、就職活動時のアピールになる等、があります。また、語学の

科目だけではなく、歴史や文化など、関連する科目を履修することになりますので、ト

ータルな知識を身につけることが出来ます。

Q.留学するか否かを決めかねているのですが、その決定及び申し込みはいつ頃するんです

か?（人文 1年）

A.行き先と期間により、決定のタイミングは異なります。はやめに初修外国語の担当教員

に相談してみましょう。

Q.初修外国語で取らなかった外国語であっても、副専攻に選ぶことはできるのでしょうか。

（人文 1 年）

A.可能です。ただし、副専攻の単位数の観点から、また、発展的な内容を理解するために

は基礎的な知識を身につける必要がありますから、コア科目のスタンダード I・II を新た

に履修することが現実的には必要となります。

Q.長期の交換留学では単位認定がもらえますか。（法 1 年）

A.留学の種類により対応が異なりますので、事前に、当該言語の初修外国語の担当教員お

よび教務課・教育実施係へ確認してください。単位認定の申請は帰国後です。現地で受

けた授業の詳細が分かる資料を提出する必要があります。

Q.ロシア語の副専攻は何か課題がありますか。ロシア語検定にも対応していますか。副専

攻でロシア語を履修したいと考えていますが、ドイツ語も学びたい場合、Gコード科目な

どの科目でも学ぶことはできますか。（人文 1年）

A.ロシア語の副専攻は 4 年次に最終レポートの提出を義務づけています。その他の副専攻

独自の要件についてはパンフレットをご覧ください。語学検定による初修外国語単位認

定は、G コード科目の履修ガイドに記載があります。また、新潟大学では第 3、第 4 の外

国語を学ぶことができますが、副専攻で認定されるのは一人ひとつまでです。


