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はじめに

　みなさんは、これから英語と並んでもう一つの外国語（初修外国語）
を学ぶことになります。新潟大学では、みなさんの関心と意欲に幅広く
対応するため、現代語からギリシア語をはじめとする古典語まで 11 言語
を開設し、希望する外国語を入門講義から少人数演習に至る４つの特色
あるコースで学習できるシステムを用意しています。

　この冊子では、各コースと外国語の解説に加え、各学部が設定してい
る外国語履修基準も併せて説明しています。これは卒業要件単位とも言
い、学部によって大きく異なります。これらを参考にして入学後どの外
国語科目／コースを選択するか決めてください。その上で、希望する外
国語科目／コースを学部ごとの「初修外国語履修希望科目申告フォーム」
に入力し、入学手続期間最終日までに送信してください。なお、「初修外
国語履修希望科目申告フォーム」のURLおよび二次元コードは８ページ
以降に記載しています。
※創生学部入学者の初修外国語の履修は、カリキュラムの構成上、２年
次からです。履修希望科目の調査は、１年次末に行います。入学手続
時の「初修外国語履修希望科目申告フォーム」の送信は不要です。
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古代エジプト神聖文字文

ドイツ語 朝鮮語フランス語 ロシア語 中国語

1　初修外国語の学習システムと各コースの紹介

　一年で中級レベルの学力を目指します。入学時に、習得したい外国語を

決めているキミのためのコース。

　１年生から古典語を学べる贅沢なコース。言語の習得を通じて文化と学

術の淵源をたどります。第三外国語として履修することもできます。

ドイツ語 朝鮮語フランス語

スペイン語

ロシア語

イタリア語

中国語

　新潟大学で初修外国語を学ぶ標準的コース。確実に基礎的能力が身につ

きます。英語が苦手なキミも大歓迎。みんなゼロからスタートするのだ。
スタンダード

コース

インテンシブ
コース

中国語｜フランス語 中国語｜フィリピノ語 ドイツ語｜スペイン語

ドイツ語｜イタリア語 フランス語｜ロシア語 中国語｜朝鮮語

古代ローマ帝国ラテン語｜古典古代ギリシア語

ロシア語｜中国語

ベーシック
コース

スペシャル
コース

　新潟大学でみなさんが学ぶことのできる初修外国語は、現代語としてドイツ語、朝鮮語など８
言語、またギリシア語などの古典語が3言語あります。この11言語は、みなさんの関心と意欲、
学習の到達度、また各学部の履修基準などを配慮して構成された４つのコースに配分されています。
まず各コースの外国語科目の組み合わせを一覧してみましょう。

　次ページにコース構成の見取り図を掲載しました。各コースの相関や１年生の第３・４ターム・
２年生以降の継続学習の道筋を示したものです。この見取り図を参照しながら、あとに続く説明を
読んでください。

２外国語を
８回ずつ

講義科目
週１回授業

演習科目
週４回授業

演習科目
週３回授業

演習科目
週１回授業

　どの外国語を学んだらいいのか迷っているならこのコース。複数
の外国語と文化への導入講義です。学びたい外国語が見つかったら
第３・４ターム開講の「ベーシックⅡ」、２年次以上向け開講の「ベー
シックプラス」で本格的に取り組みます。

ドイツ語｜中国語
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古代エジプト神聖文字文
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コース構成見取り図初修外国語

ドイツ語セミナー　　　スペイン語セミナー
フランス語セミナー　　イタリア語セミナー
ロシア語セミナー
中国語セミナー
朝鮮語セミナー

外国
語
アド
バンスト・コースⅡ

初級

外国
語

アド
バンスト・

コース
Ⅰ

コミュニケーション・ドイツ語
コミュニケーション・フランス語
コミュニケーション・ロシア語
コミュニケーション・中国語
コミュニケーション・朝鮮語
コミュニケーション・スペイン語
コミュニケーション・イタリア語
上海語演習

中級

上級

スペイン語

イタリア語

スタンダードⅢ/Ⅳ

スタンダードⅡ

スタンダードⅢ/Ⅳ

ドイツ語

朝鮮語

フランス語

スペイン語

ロシア語

イタリア語

中国語

スタンダードⅠAB＊

スタン
ダード・コーススタン
ダード・コース

単位６

２単位

インテンシブⅡ

単位８

ドイツ語

朝鮮語フランス語

ロシア語

中国語

インテ
ンシブ・コース

インテンシブⅠAB＊

インテ
ンシブ・コース

古代エジプト神聖文字文

外国語スペシャル

スペ
シャル・コースペ
シャル・コース

単位２

語

字論)

フィリピノ語

朝鮮語

ドイツ語

フランス語

スペイン語

ロシア語

イタリア語

中国語

１年生／第１・２ターム

ベーシックⅡ

ドイツ語

フランス語

中国語

ロシア語

朝鮮語

２年生以上

・
ベーシッ

ク コース
ベーシックⅠ

ベーシッ
ク・コース

２単位

２単位

単位３

中国語｜フランス語

中国語｜フィリピノ語

ドイツ語｜スペイン語

ドイツ語｜イタリア語

フランス語｜ロシア語

ドイツ語｜中国語

中国語｜朝鮮語

古代ローマ帝国ラテン語｜古典古代ギリシア語

ロシア語｜中国語

１年生／第３・４ターム

ベーシックプラス

＊「スタンダードⅠAB」のみで３単位、「インテンシブⅠAB」のみで４単位、という履修は出来ません。後期の同じ曜限に開講される同一初修外国語科目の
「スタンダードⅡ」ないし「インテンシブⅡ」とあわせて、通年で６単位ないし８単位履修する必要があります。
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中国語｜フランス語

中国語｜フィリピノ語

ドイツ語｜スペイン語

ドイツ語｜イタリア語
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ドイツ語｜中国語
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ドイツ語 フランス語

ロシア語 中国語

朝鮮語 スペイン語

イタリア語 フィリピノ語

ベーシックコース

スタンダードI I
 ■■■

スタンダード I
 ■■■

インテンシブI I
 ■■■■

インテンシブ I
 ■■■■

ベーシックI I
  ■■■

ベーシックI
   ■

スペシャルX
  ■

第１・２ターム 第３・４ターム

スタンダードI I
 ■■■

スタンダード I
 ■■■

インテンシブI I
 ■■■■

インテンシブ I
 ■■■■

ベーシックI I
  ■■■

ベーシックI
   ■

スペシャルX
  ■

スペシャル A, B, C
  ■

スペシャル A, B, C
  ■

第１・２タームで
２単位

第３・４タームで
３単位

第１・２ターム 第３・４ターム

２年次以上

　このコースには、「ベーシックⅠ」（第１・２ターム）と「ベー
シックⅡ」（第３・４ターム）があります。「ベーシックⅠ」は、
外国語の入門講義として全国的にも例を見ない、新潟大学だけの
特色ある科目です。みなさんの中には、入学時にいきなり「英語
以外の外国語をひとつ選びなさい」と言われても、何を基準にど
の外国語を選んだらよいのか戸惑う方も多いでしょう。ベーシッ
クⅠは、第１タームと第２タームを連続履修することで、２つの
外国語の音韻と文法構造の基本的特徴を理解し、それぞれの言葉
と文化の持つ特質や魅力を比較できるように設計されています。
２つの外国語の組み合わせは「中国語とフランス語」、「中国語
とフィリピノ語」など８通りが用意されており、どれか１つを選
びます（２つのうちどれを先に学び始めるかで科目の開講番号が
異なりますが、内容は同じです）。
　ベーシック・コースのもう一つの大きな特徴は、他のコースで
は学べない外国語を受講できることです。フィリピノ語が学べる
のは、ベーシック・コースだけですし、古代ローマ帝国ラテン語
と古典古代ギリシア語について文化史的に考察する科目も、この
コースだけの特徴です。
　「ベーシックⅠ」は第１・２タームに開講され、週１回の講義
を連続して履修すれば合計２単位を取得できます。ここまでで履
修を終えることもできますが、学んだ外国語の中から１外国語を
選んで、第３・４タームの「ベーシックⅡ」でさらに学習を継続
することもできます（ただし、「ベーシックⅡ」では開講されな
い外国語もありますので注意してください）。
　また、第１タームの「外国語ベーシックⅠ」（１単位）は第２
タームに学外学修等を予定している人が履修すべき科目となりま
す。詳細については「１年次第２タームに学外学修等を履修する
人の初修外国語選択」（13ページ）を参照してください。

　第３・４ターム連続で開講される「ベーシックⅡ」では、ひと
つの外国語を週に３回学習し、半年間で初級文法と会話を習得し

ます。週３回の授業を受講して３単位取得できますから、第１・
２タームの「ベーシックⅠ」と組み合わせて５単位取得すること
ができます。開設されている外国語は、ドイツ語、フランス語、
ロシア語、中国語、朝鮮語、スペイン語、イタリア語、フィリピ
ノ語の８言語です。
　さらに、「ベーシックII」に接続し、初級レベルの完成から中
級レベルの初めまでを扱う２年次以上向けの「ベーシックプラ
ス」（週１回・２単位）が開講されています。

  ■
第１・２ターム、第３・４
タームでそれぞれ２単位

ベーシックプラス
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ドイツ語

朝鮮語

フランス語

ロシア語 中国語

インテンシブ コース

スペイン語・イタリア語を履修したい人文学部生
はスタンダード・コース I ～ IVをとりましょう

　スタンダード・コースよりさらに集中的に学ぶコースです。
クラス規模25人、週４回の授業で５言語が開設されています。

　このコースは主として、初修外国語の履修基準（卒業するた
めに必要な単位数の基準）を８単位と規定している学部の学生
を対象としますが、 それ以外の学部でも、外国語の学習に関心と
意欲のあるすべての学生に開かれています。２年生以降さらに
レベルアップを目指すなら、アドバンスト・コースが用意され
ています。

スタンダードI I
 ■■■

スタンダード I
 ■■■

インテンシブI I
 ■■■■

インテンシブ I
 ■■■■

ベーシックI I
  ■■■

ベーシックI
   ■

１年間で8単位

memo

スペシャルX
  ■

スペシャル A, B, C
  ■

第１・２ターム 第３・４ターム

インテンシブⅠA、B（第１、２ターム）とインテンシブⅡ（第
３・４ターム連続）から成り、すべての外国語科目においてネ
イティヴ教員が週４回のうち少なくとも１回または２回授業を
担当します。スタンダード・コースと同じく４技能の総合的な
運用能力を育成しますが、年間の到達レベルは中級の前半まで
に至ります。これは、全国規模の各種外国語能力検定試験の４
級または３級に合格できるレベルに相当します。 

ドイツ語

朝鮮語

フランス語

スペイン語

ロシア語

イタリア語

中国語

スタンダード  コース

スタンダードI I
 ■■■

スタンダード I
 ■■■

インテンシブI I
 ■■■■

インテンシブ I
 ■■■■

ベーシックI I
  ■■■

ベーシックI
   ■

１年間で６単位

スペシャルX
  ■

スペシャル A, B, C
  ■

第１・２ターム 第３・４ターム 　演習科目で、スタンダードⅠA、B（第１、２ターム）とスタ
ンダードⅡ（第３・４ターム連続）から成り立っています。クラ
ス規模は原則として25人、１年間を通じて週３回の授業という少

人数集中形式がこのコースの特徴で、７言語が開設されていま
す。また、一部のクラスを除いて、基本的には日本人教員とネイ
ティヴ教員が同一クラスを担当することで「読む」「書く」「話
す」「聞く」の４技能に配慮した総合的な運用能力を育成します。
年間の到達レベルは、中級レベルの入り口までを目指します。
　このコースの到達目標レベルは、全国規模で実施される各外
国語の検定試験（ドイツ語を例にとるとドイツ語技能検定試
験）の４級は楽にクリアでき、 少し頑張れば３級に合格するこ
とも十分可能なレベルです（外国語によっては検定等級の設定
が異なります。詳しくは担当教員に尋ねてください）。
　このコースは主として、初修外国語の履修基準（卒業するた
めに必要な単位数の基準）を６単位と規定している学部の学生
を対象としますが、 それ以外の学部でも、特定の外国語の学習に
関心と意欲のあるすべての学生に開かれています。１年間この
コースを受講した後、 さらに中級レベルの運用能力を身につけ
たい方は、２年生向けのアドバンスト・コース（コミュニケーショ
ン・ドイツ語などの各外国語科目）を受講してください。とり
わけ実践的な運用能力を重視したトレーニングを行います。
　なお、学部の違いを問わず、スタンダードⅠとⅡは、必ず１年間
を通して続けて履修する必要がありますので注意してください。
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単位について

スペシャルコース

　４ページの「コース構成見取り図」で、「単位」という言葉が使われています。これは学習に必要な
時間を目安に設定された数値で、履修基準（卒業要件ともいいます）もこの単位に基づいて決められ
ています。では単位数の数え方を説明しましょう。外国語の場合、コースによって４種類の数え方が
あります。

１　週に１回・90分の授業を１ターム（８週間）受講して、試験に合格すれば、１単位が得
　　られるコース

スペシャル・コース　　　　　　　　― 週１回１タームで１単位 

３　週に１回・90分の授業を２ターム連続（16週間）受講して、試験に合格すれば、1単位
　　が得られるコース

２　週に１回・90分の授業を１ターム（８週間）受講して、試験に合格すれば、0.5単位が得
　　られるコース
　　　　　　　スタンダードⅠAおよびスタンダードⅠB― 週３回１タームでそれぞれ1.5単位
　　　　　　　インテンシブⅠAおよびインテンシブⅠB― 週４回１タームでそれぞれ２単位

 
   　　＊ベーシックⅠから接続するコース

スタンダードI I
 ■■■

スタンダード I
 ■■■

インテンシブI I
 ■■■■

インテンシブ I
 ■■■■

ベーシックI I
  ■■■

ベーシックI
   ■

外国人留学生等は、初修外国語の履修について、各学部の学務係に相談してください。

第１・２ターム 第３・４ターム

古代エジプト神聖文字文

　古典語を含む特殊な言葉を学ぶ週１回の授業です。このコース
は、古典文化・古代文化や古代史、科学史、宗教学などに関心が
ある学生のみなさんが、初修外国語の卒業要件単位（卒業するた
めに必要な単位数のことです）とは別に、自由選択科目として履
修することを勧めます。今年度は古代エジプト神聖文字文の１種
類が開設されますが、毎年同じ言葉のコースだけが開設されるわけ
ではありません。不思議な言葉のびっくり箱のようなところだと考
えてください。

ベーシック・コース（ベーシックⅠ）― 週１回１タームで１単位

ベーシック・コース（ベーシックⅡ）― 週３回（第３・４ターム連続）で３単位

スタンダードⅡ　　　　　　　　　　― 週３回（第３・４ターム連続）で３単位
インテンシブⅡ　　　　　　　　　　― 週４回（第３・４ターム連続）で４単位

第１・２ターム連続で２単位

４　週に１回・90分の授業を２ターム連続（16週間）受講して、試験に合格すれば、２単位が
　　得られるコース

ベーシックプラス
＊２年次以上向けに開講され、ベーシックⅡから接続するコース
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単位について

スペシャルコース

　４ページの「コース構成見取り図」で、「単位」という言葉が使われています。これは学習に必要な
時間を目安に設定された数値で、履修基準（卒業要件ともいいます）もこの単位に基づいて決められ
ています。では単位数の数え方を説明しましょう。外国語の場合、コースによって４種類の数え方が
あります。

１　週に１回・90分の授業を１ターム（８週間）受講して、試験に合格すれば、１単位が得
　　られるコース

スペシャル・コース　　　　　　　　― 週１回１タームで１単位 

３　週に１回・90分の授業を２ターム連続（16週間）受講して、試験に合格すれば、1単位
　　が得られるコース

２　週に１回・90分の授業を１ターム（８週間）受講して、試験に合格すれば、0.5単位が得
　　られるコース
　　　　　　　スタンダードⅠAおよびスタンダードⅠB― 週３回１タームでそれぞれ1.5単位
　　　　　　　インテンシブⅠAおよびインテンシブⅠB― 週４回１タームでそれぞれ２単位

 
   　　＊ベーシックⅠから接続するコース

スタンダードI I
 ■■■

スタンダード I
 ■■■

インテンシブI I
 ■■■■

インテンシブ I
 ■■■■

ベーシックI I
  ■■■

ベーシックI
   ■

外国人留学生等は、初修外国語の履修について、各学部の学務係に相談してください。

第１・２ターム 第３・４ターム

古代エジプト神聖文字文

　古典語を含む特殊な言葉を学ぶ週１回の授業です。このコース
は、古典文化・古代文化や古代史、科学史、宗教学などに関心が
ある学生のみなさんが、初修外国語の卒業要件単位（卒業するた
めに必要な単位数のことです）とは別に、自由選択科目として履
修することを勧めます。今年度は古代エジプト神聖文字文の１種
類が開設されますが、毎年同じ言葉のコースだけが開設されるわけ
ではありません。不思議な言葉のびっくり箱のようなところだと考
えてください。

ベーシック・コース（ベーシックⅠ）― 週１回１タームで１単位

ベーシック・コース（ベーシックⅡ）― 週３回（第３・４ターム連続）で３単位

スタンダードⅡ　　　　　　　　　　― 週３回（第３・４ターム連続）で３単位
インテンシブⅡ　　　　　　　　　　― 週４回（第３・４ターム連続）で４単位

第１・２ターム連続で２単位

４　週に１回・90分の授業を２ターム連続（16週間）受講して、試験に合格すれば、２単位が
　　得られるコース

ベーシックプラス
＊２年次以上向けに開講され、ベーシックⅡから接続するコース

最低履修単位数
英語 初修外国語

２単位 ８単位
２単位 ２単位

２～６単位 ６～10単位
２単位 ２単位
２単位 ６単位
３単位 ２単位
２単位 ２単位
２単位 ２単位

指定なし

２単位 ２単位
２単位 ４単位

２単位 ２単位
※２年次からの履修

学部・学科

人文学部
教育学部
法学部
経済科学部
理学部
医学部・医学科
医学部・保健学科
歯学部・歯学科
歯学部・口腔生命福祉学科
工学部
農学部

創生学部

学部別 履修基準

2　学部別初修外国語履修案内

2-1　初修外国語の履修基準

人文学部

初修外国語
８単位

学部別 履修基準

　人文学部の初修外国語の最低履修単位数は８単位ですので、原則として
インテンシブ・コース（１年間・週４回演習形式・８単位）で学ぶことにな
ります。ただインテンシブ・コースにはドイツ語、フランス語、ロシア語、
中国語、朝鮮語の５カ国語しかありませんので、それ以外のイタリア語、ス
ペイン語を希望する場合 は１年生でスタンダードⅠ／Ⅱ（１年間・週３回
演習形式・６単位）を選択し、２年生でイタリア語、スペイン語のスタンダー
ドⅢ／Ⅳ（１年間・週１回演習形式・２単位）で残りの２単位を取得する
ようにしてください。　　　
　なお、心理・人間学プログラムを志望する学生のうち、哲学、または倫
理学を学ぼうとする学生は、専門分野との関係でドイツ語かフランス語の

初修外国語履修希望科目申告フォーム
人文学部：https://forms.office.com/r/wXTVfdRYgA

　　　　　　　　　　

　新潟大学での初修外国語の履修基準（卒業要件単位）・履修方法は、学部・学科によって
異なっており、最低履修単位数もそれぞれ異なっていますので、まず自分の所属する学部・
学科の単位数を確認してください。

　以上のことを理解した上で、学部別にどんなコースで、どの外国語を学んだらよいかを
説明します。

いずれかを選択することをお勧めします。また、言語文化学プログラムを志
望する学生のうち、英語圏の言語文化を学ぼうとする学生は、初修外国語の
選択は自由ですが、ヨーロッパの言語文化を学ぼうとする学生は、ドイツ
語、フランス語、ロシア語のいずれかを選択することをお勧めします。
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経済科学部

初修外国語
６～10単位

　経済科学部の最低履修単位数は、６～10単位です。２年次以降に選択
する主専攻プログラムの配属によって、英語と初修外国語を合わせた外国
語の最低履修単位数の合計が10単位、又は12単位に分かれますが、英語
２単位と初修外国語６単位を含むことは共通しています。
　履修コースとして、スタンダードⅠ／Ⅱ（１年間・週３回演習形式・６
単位）を履修するのが標準となりますが、特に意欲がある学生は、インテ
ンシブⅠ／Ⅱ（１年間・週４回演習形式・８単位）を履修することもでき
ます。
　また、スタンダードないしインテンシブを履修した後、アドバンスト・
コースとして、２年次以上向けの中級科目であるコミュニケーション（１
セメスター・週１回演習形式・２単位）を履修することも可能です。

指定なし

法学部
　法学部は英語も含めた外国語の履修を義務づけていませんが、希望する
学生は自由に履修が可能です。

教育学部

初修外国語
２単位

　教育学部の最低履修単位数は２単位で、ベーシックⅠ（第１・２ターム・週
１回講義形式・２単位）を履修すれば卒業要件を満たすことになります。
　意欲のある人は、さらにベーシックⅡ（第３・４ターム・週３回演習形
式・３単位）を履修できます。また、ベーシック・コースの代わりに、ス
タンダードⅠ／Ⅱ（１年間・週３回演習形式・６単位）を履修することも可
能ですし、インテンシブⅠ／Ⅱ（１年間・週４回演習形式・８単位）も用
意されています。

初修外国語履修希望科目申告フォーム
教育学部：https://forms.office.com/r/aL9DD2EmX5

初修外国語履修希望科目申告フォーム
法学部：https://forms.office.com/r/wPE228ADiP

初修外国語履修希望科目申告フォーム
経済科学部：https://forms.office.com/r/0uRdHumttT
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理学部

初修外国語
　　２単位

歯学部
歯学科
口腔生命福祉学科

初修外国語初修外国語
２単位

医学部
保健学科

初修外国語
２単位

医学部
医学科

初修外国語
６単位

　理学部の初修外国語の最低履修単位数は２単位となっていますので、
ベーシックⅠ（第１・２ターム・週１回講義形式・２単位）を履修するの
が標準となります。意欲のある人は、さらにベーシックⅡ（第３・４ター
ム・週３回演習形式・３単位）を履修できます。また、ベーシック・コー
スの代わりに、スタンダードⅠ／Ⅱ（１年間・週３回演習形式・６単位）
を履修することも可能です。

　歯学科及び口腔生命福祉学科の最低履修単位数は２単位で、ベーシック
Ⅰ（第１・２ターム・週１回講義形式・２単位）を履修すれば卒業要件を
満たすことになります。
　意欲のある人は、さらにベーシックⅡ（第３・４ターム・週３回演習形
式・３単位）を履修できます。また、ベーシック・コースの代わりに、ス
タンダードⅠ／Ⅱ（１年間・週３回演習形式・６単位）を履修することも
可能ですし、インテンシブⅠ／Ⅱ（１年間・週４回演習形式・８単位）も
用意されています。

初修外国語履修希望科目申告フォーム
歯学部：https://forms.office.com/r/4rqqyc1Lsk

　医学部保健学科の最低履修単位数は２単位で、ベーシックⅠ（第１・２ター
ム・週１回講義形式・２単位）を履修すれば卒業要件を満たすことになります。
　意欲のある人は、さらにベーシックⅡ（第３・４ターム・週３回演習形
式・３単位）を履修できます。

初修外国語履修希望科目申告フォーム
医学部保健学科：https://forms.office.com/r/GafVshTE9J

　医学科の初修外国語の最低履修単位数は６単位です。希望するいずれか
の言語のスタンダードⅠ／Ⅱ（１年間・週３回演習形式・６単位）を履修
してください。

初修外国語履修希望科目申告フォーム
医学部医学科：https://forms.office.com/r/CJzbHsgUY5

初修外国語履修希望科目申告フォーム
理学部：https://forms.office.com/r/YuNQW1DHV2
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　工学部の最低履修単位数は２単位で、ベーシックⅠ（第１・２ターム・週１
回講義形式・２単位）を履修すれば卒業要件を満たすことになります。
　意欲のある人は、さらにベーシックⅡ（第３・４ターム・週３回演習形
式・３単位）を履修できます。

工学部

初修外国語
２単位

創生学部

初修外国語
２単位

　創生学部の最低履修単位数は２単位で、ベーシックⅠ（第１・２ターム・週
１回講義形式・２単位）を履修すれば卒業要件を満たすことになります。
　意欲のある人は、さらにベーシックⅡ（第３・４ターム・週３回演習形
式・３単位）を履修できます。また、ベーシック・コースの代わりに、ス
タンダードⅠ／Ⅱ（１年間・週３回演習形式・６単位）を履修することも可
能ですし、インテンシブⅠ／Ⅱ（１年間・週４回演習形式・８単位）も用
意されています。

農学部

初修外国語
４単位

　農学部の最低履修単位数は４単位です。ただし、初修外国語の各コースは
２単位、５単位、６単位、８単位をひとつのまとまりとしていますので、農
学部の学生が最低履修単位数を満たすためにはベーシックⅠ（第１・２ター
ム・週１回開講講義形式・２単位）とベーシックⅡ（第３・４ターム・週３
回演習形式・３単位）を履修し、５単位を取得するのが標準となりますので
注意してください。
　また、ベーシック・コースの代わりに、スタンダードⅠ／Ⅱ（１年間・週
３回演習形式・６単位）を履修することも可能ですし、インテンシブⅠ／Ⅱ
（１年間・週４回演習形式・８単位）も用意されています。

初修外国語履修希望科目申告フォーム
農学部：https://forms.office.com/r/5EgqDxU0Wz

工学部（建築分野）：https://forms.office.com/r/VDMtjeg3aW

工学部（情報電子、融合領域分野）：https://forms.office.com/r/S4hb8gDayh

初修外国語履修希望科目申告フォーム
工学部（力学、化学材料分野）：https://forms.office.com/r/zpRDpze3ty
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2-2　令和５年度入学者の標準的履修方法

　以上の説明はあくまでも卒業要件単位を満たすためのものです。必要単位数を超えて
学ぶこと、あるいはさらに上級のコースに進むこともできます。

学部・学科 標準的な履修例 取得単位数

人文学部

インテンシブⅠ／Ⅱ ８単位

スタンダードⅠ／Ⅱ／Ⅲ／Ⅳ
（スペイン語・イタリア語）

８単位

教育学部 ベーシックⅠ ２単位

法学部 指定なし

経済科学部 スタンダードⅠ／Ⅱ ６単位

理学部 ベーシックⅠ ２単位

医学部・医学科 スタンダードⅠ／Ⅱ ６単位

医学部・保健学科 ベーシックⅠ ２単位

歯学部・歯学科 ベーシックⅠ ２単位

ベーシックⅠ ２単位歯学部・口腔生命福祉学科

工学部 ベーシックⅠ ２単位

農学部 ベーシックⅠ＋ベーシックⅡ ５単位

創生学部 ベーシックⅠ ２単位
※２年次からの履修

※創生学部入学者の初修外国語の履修は、カリキュラムの構成上、２年次からです。履
修希望科目の調査は、１年次末に行いますので、入学手続時の「初修外国語履修希望
科目申告フォーム」の送信は不要です。

　以上の説明を参考にして「初修外国語履修希望科目申告フォーム」に第１希望から順
に希望順位を入力して、入学手続期間最終日までに送信してください。皆さんの申告
フォームに基づいて初修外国語のクラス編成を行いますが、皆さんの希望が特定のコー
ス・外国語に大きく偏った場合には、必ずしも第１希望が叶えられないこともあり得ま
すので、予めご了承ください。
　履修科目の選択に疑問などのある場合や、また、授業開始後に、科目の変更希望や、
分からないことがある場合には、14ページの「問い合わせ先一覧」に従ってお問い合わ
せください。
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　１年次の第２タームに学外学修を選択することをあらかじめ決めている
人は、第１タームでベーシックⅠ（週１回・１単位）を１外国語分のみ履
修し、２年次に再びベーシックⅠで残り１外国語を履修してください（２
外国語の組み合わせは１年次に履修したベーシックⅠで定められていたも
のに従ってください）。

初修外国語
２単位が
必要な方

　１年次の第２タームに学外学修を選択することをあらかじめ決めている
人は、第１タームでベーシックⅠ（週１回講義形式・１単位）を１外国語
分のみ履修し、第３・４タームで「ベーシックⅡ」（週３回・３単位）を
履修してください。なお、「ベーシックⅡ」が用意されていない外国語もあ
りますので、科目選択の際には注意してください。

初修外国語
４単位が
必要な方

　１年次の第２タームに学外学修を選択することをあらかじめ決めている人
は、第１タームでベーシックⅠ（週１回講義形式・１単位）を１外国語分のみ
履修し、第３・４タームで「ベーシックⅡ」（週３回・３単位）を履修してあ
わせて４単位としたあと、２年次以降に２ターム連続で開講される「ベーシッ
クプラス」（週１回・２単位）を１科目ないし２科目履修してください。な
お、科目選択の際には、一定以上のコマ数が開講されているもの（「スタン
ダード」以上のコースが用意されている外国語）から選ぶようにしてください。

初修外国語
５単位以上が
必要な方

3　１年次第２タームに学外学修等を履修する人の初修外国語選択
　新潟大学では１年次の第２タームに、インターンシップや海外での短期語学研修などの学外学修
を積極的におこなうことを勧めています。
　１年次第２タームにこのような学外学修科目等を履修する予定の人は、以下のようなかたちで初
修外国語科目を履修してください。

　このように、１年次第２タームに学外学修を選択した方は、外国語の履修形態がやや複雑になっ
ていますので、４月と10月に実施される初修外国語履修相談にて、教員のアドバイスを受けてくだ
さい（それ以外の期間は、授業の担当教員か14ページに記載されている各学部の担当係に問い合わ
せてください）。
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4　問い合わせ先一覧

学部 電話番号

人文学部 025-262-6281 / 6282

教育学部 025-262-7096 / 7097

法学部 025-262-6283 / 6286

経済科学部 025-262-6284 / 6285

理学部 025-262-6106

医学部（医学科） 025-227-2016

医学部（保健学科） 025-227-2357 / 2358

歯学部 025-227-2798 / 2799

工学部 025-262-6709

農学部

問い合わせ先

人文学部学務係

教育学部学務係

法学部学務係

経済学部学務係（経済科学部）

理学部学務係

医学部医学科学務係

医学部保健学科学務係

歯学部学務係

工学部学務係

農学部学務係 025-262-6605 / 6606

創生学部 創生学部学務係 025-262-6998

　この初修外国語履修案内および初修外国語履修希望科目申告フォームの入力について、質問の
ある場合には、以下の各学部の担当係にお問い合わせください。
　また、授業開始後、やむを得ない事情で科目の変更を希望したり、分からないことがある場合
には、すみやかに相談してください。第１タームと第３タームのはじめには、初修外国語履修相
談も実施されています。

初修外国語
履 修 相 談

初修外国語の履修に関する相談受け付け窓口を設置します。
ただし、卒業要件や専門の必修科目とのかねあいについて
は、所属する学部の学務係に相談してください。

日程： 第１・２ターム   ４月 ４日（火）～ ４月11日（火）
　　　 第３・４ターム  10月 ２日（月）～10月 ６日（金）

対応方法：　ガイダンス時期に、以下のページで詳細をお知らせします。

■ 新潟大学初修外国語・オンライン授業関連情報ポータル

http://ow.ly/khMH50z5VPC
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るロシア語能力検定試験を受けて、それを就職に役立てることだってできるだろう。
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るロシア語能力検定試験を受けて、それを就職に役立てることだってできるだろう。
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녕
子音

子音

母音
子音

子音

母音

안

アン

ニョ
ン

까니십하

子音 母音

子音 母音

子音 母音

子音

子音

母音

ハ
シム

ニ
カ

？
安寧하세요 ?
（アンニョンハセヨ，安寧でいらっしゃいますか）

　新幹線なら東京まで２時間。 新潟空港から飛行機に乗れば， ２時間でそこはもう韓国 （大韓

民国）！新型コロナウイルス感染拡大前には， 年間約７００万人， 一日１万人以上が往復してい

た一番身近な外国です。 国内旅行より安いから家族旅行や社員旅行の機会も多いはず。 大学

に入学して， せっかく英語以外の外国語を学ぶなら， 習ってすぐ使える韓国語にしよう！！
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中国語のすすめ 世界の５人に１人が話す言葉

みなさんは、英語を習い始めた頃“Chinese”

という単語には、どうして「中国の・中国人

（の）・中国語（の）」と、意味が「沢山」ある

のだろうと思いませんでしたか。それは、話さ

れている言葉というものが、その人間集団を特

徴づける極めて重要な要素の一つであること

と関係しています。中国語を学んで、中華世界

への扉を開けましょう。

「一衣帯水」の隣国である中国との交流は

『魏志倭人傳』の頃から数えても 2000 年近くの時間が経過しています。近年における中

国のめざましい経済発展、それにともなう存在感・影響力の大きさは、言うまでもありま

せん。長期的に見てもこれからも日中の交流は増えていきます。そのためには、中国人や

中国社会についてより知る必要があり、そのためには、彼らの思考を支える中国語を学ぶ

ことが一番です。

私たちが学ぶのは“普通话(普通話)”と呼ばれる標準語で、中華人民共和国政府が正式に

定めたものです。この“普通话”を使えば、中国大陸はもちろん、台湾や東南アジアをは

じめ、世界中の華僑・華人の人たちともコミュニケーションを取ることが出来ます。

中国語を学ぶ面白さとは？

中国語は、全体が一つの音楽のように、リズムに乗って流れる美しいことばだと言われ

ることがあります。日本と中国は同じく「漢字文化圏」に属しており、日本人にとって漢

字を見れば意味が分かるということも少なくありません。「登山」、「学問」、「読書」などは、

古くに中国から借用した「外来語」ですが、すっかり日本語の中に溶け込み、もはや外来

語という印象が無くなっています。それとは逆に、“文学”“社会”“美术（美術）”などの

ように、20 世紀に日本から中国へ、言わば「逆輸入」された漢語というのもあります。一

般の国語辞典で漢語の占める割合は６割～７割と言われています。これは日本語を母語と

する者にとって、たいへん大きなアドバンテージです。知っている漢語を、中国語読みす

るだけで、意味が伝わるのですから・・・。しかし、中には意味の全く異なるものがあり

ます。たとえば“娘”は「お母さん」のことですし、“手纸（手紙）”は「トイレットペー

パー」のことです。また、“最近”という中国語が「①さいきん、②近い将来」という意味

であり、“看病”は「（医者が）診察する／（患者が）診察を受ける」という意味を表すな

ど、日中で同じ漢字を使っていながら、意味の違いは沢山あります。それら、共通点や相

違点を見つけるのは中国語学習ならではの面白さと言えるでしょう。
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中国語のすすめ 世界の５人に１人が話す言葉
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徴づける極めて重要な要素の一つであること

と関係しています。中国語を学んで、中華世界
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「一衣帯水」の隣国である中国との交流は

『魏志倭人傳』の頃から数えても 2000 年近くの時間が経過しています。近年における中

国のめざましい経済発展、それにともなう存在感・影響力の大きさは、言うまでもありま

せん。長期的に見てもこれからも日中の交流は増えていきます。そのためには、中国人や

中国社会についてより知る必要があり、そのためには、彼らの思考を支える中国語を学ぶ

ことが一番です。

私たちが学ぶのは“普通话(普通話)”と呼ばれる標準語で、中華人民共和国政府が正式に

定めたものです。この“普通话”を使えば、中国大陸はもちろん、台湾や東南アジアをは

じめ、世界中の華僑・華人の人たちともコミュニケーションを取ることが出来ます。

中国語を学ぶ面白さとは？

中国語は、全体が一つの音楽のように、リズムに乗って流れる美しいことばだと言われ

ることがあります。日本と中国は同じく「漢字文化圏」に属しており、日本人にとって漢

字を見れば意味が分かるということも少なくありません。「登山」、「学問」、「読書」などは、

古くに中国から借用した「外来語」ですが、すっかり日本語の中に溶け込み、もはや外来

語という印象が無くなっています。それとは逆に、“文学”“社会”“美术（美術）”などの

ように、20 世紀に日本から中国へ、言わば「逆輸入」された漢語というのもあります。一

般の国語辞典で漢語の占める割合は６割～７割と言われています。これは日本語を母語と

する者にとって、たいへん大きなアドバンテージです。知っている漢語を、中国語読みす

るだけで、意味が伝わるのですから・・・。しかし、中には意味の全く異なるものがあり

ます。たとえば“娘”は「お母さん」のことですし、“手纸（手紙）”は「トイレットペー

パー」のことです。また、“最近”という中国語が「①さいきん、②近い将来」という意味

であり、“看病”は「（医者が）診察する／（患者が）診察を受ける」という意味を表すな

ど、日中で同じ漢字を使っていながら、意味の違いは沢山あります。それら、共通点や相

違点を見つけるのは中国語学習ならではの面白さと言えるでしょう。

中国語の特徴について

音声：発音は「ピンイン」というアルファベットで表記し

ます。漢字一文字ごとに「声調」という高低アクセント

があり、それが中国語の独特のメロディーを形成します。

中国語の入門期では、ピンインと声調を繰り返し練習し

ます。

文字：「簡体字」と呼ばれる、簡略化された字体を用いま

す。略字ではなく、正式な字体です。

文法：漢字一つ一つが意味を持っており、その組み合わせ

により一つの文を構成します。中国語では語順により意

味が決まります。文は基本的に SVO の語順で構成され

るので英語に似た面もありますが、修飾語の位置などは

日本語に近いものがあります。

以上を踏まえ、次の文を見てみましょう。

(1)我 给 你 这个。（私はあなたにこれをあげる） (2)我 慢慢地 走。（私はゆっくり歩く）

Wǒ gěi nǐ zhèige. Wǒ mànmànde zǒu.

単語のそれぞれの意味は、(1)「我（わたし）给（あげる）你（あなた）这个（これ）」、

(2)「我（わたし）慢慢地（ゆっくりと）走（あるく）」です。(1)は、英語の“give”を使

った二重目的語文に似ていますね。(2)の並び方は日本語とそっくりです。ただし、“走”が

「あるく」の意味であったりするところが興味深いです。

マクドナルド スターバックスコーヒー ファミリーマート

いかがですか。一見とっつきやすそうで、なかなか手ごわい中国語。学べば学ぶほど、

その魅力を発見していくことでしょう。言語は音声ですので、音で聴いて理解できる、発

音して通じる、中国語をマスターしましょう。積極的な学生諸君には中国や台湾への留学

の機会もあります。また、検定試験等にも積極的にチャレンジすることもおすすめです。

現在、新潟大学で学んでいる留学生の大半が中国語を母語としています。学んですぐに

キャンパス内で実践できる、というこの環境を大いに活かしましょう。

千里之行，始于足下！ Qiān lǐ zhī xíng，shǐ yú zú xià ! （千里の道も一歩から）

多く
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ドイツ語を学んでみませんか！
Lernen wir Deutsch!

ドイツ語の世界へようこそ！

　とびきりおいしいソーセージにパン、中世の雰囲気が残る石畳の街並みにメトロポール・ベルリンの洗練
された風景、おとぎ話の舞台である広大な森、大盛り上がりのサッカー・ブンデスリーガ、奇想天外のメー
ルヒェンや思想家の豊かな言葉…どうでしょう、ぼんやりとでもイメージが湧きましたか？　ちょっとでも
何かを感じたそこのあなた、ドイツ語を学んで広く深いドイツ語圏文化へと飛び込んでみましょう！
　新潟大学のドイツ語教育は、こうしたドイツ語の世界の扉です。「読む・聞く・書く・話す」のバランス
の良い授業をもとにして、語学力だけではなく文化や社会についての知識も深めてゆきます。
　そしてドイツの大学との交流も盛んです。ビーレフェルト大学、ボッフム大学、マグデブルク大学などの
協定校へ、長期・短期両方でこれまで多くの学生が留学をしてきました。さらにドイツ人留学生との交流の
機会も設けています。
　教室の中と外、この両方でドイツ語にチャレンジしてみましょう。きっとあなたがこれまで知らなかった、
新しくて豊かな世界が目の前に広がっていきますよ。

ドイツ語はかたくてとっつきにくそう…？

　いえいえ、それは誤解です。たしかにドイツ語は文法規則が明確ですので「かたい」というイメージがあ
りますが、むしろこのかっちりとした、そして論理性に基づく文法が魅力です。ところどころ日本語にも似
ているので、ハマればこっちのもの、コツをつかめば大丈夫！　ルーツを同じくする英語とも似た単語がけっ
こうあります。ですので、基本的なルールを覚えてしまえば、「あとはちょっと応用するだけ」というパター
ンが多いのです。
　発音に関しても同じです。まるでローマ字を読むようにアルファベットを発音すれば、立派なドイツ語の
発音になります。たとえば…

「やあ！」＝Hallo は「ハロー！」
「大学生」＝Student は「シュトゥデント」
「食べる」＝essen は「エッセン」　などなど

　明瞭で表情豊かな響きがドイツ語の魅力！
　新潟大学のドイツ語授業では、「話す」時間も重視していますので、文法一辺倒ではなく、「使えるドイツ語」
を身につけることができます。
Schritt für Schritt ！――ゆっくり一歩ずつドイツ語に親しんでいきましょう！

シュリット・フゥア・シュリット
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ドイツ語ってなんだかかたくて、とっつきにくい感じがするんですが？

ドイツ語ってなんだかかたくて、とっつきにくい感じがするんですが？

ドイツ語ってなんだかかたくて、とっつきにくい感じがするんですが？

ドイツ語を学ぶと特別に得られるものはありますか？

　もちろんです。音楽、演劇、文学、映画、哲学、科学、医学など、ドイツの豊かな文化を知るのにドイツ

語が大きな力になることは言うまでもありません。さらに、ドイツはＥＵの中心的役割を果たしている国で

すから、ヨーロッパ全域にわたってドイツ語は大切なことばになっています。当然ヨーロッパでもっとも多

く使われている実用語です。また、ちまたにあふれている英語の情報にプラスして、別の角度からドイツ語

の情報が手に入ったら、それだけ情報に振り回されない、正しい判断材料を手に入れることになりますよね。

新潟大学のドイツ語の授業を少し具体的に教えてください。

　ベーシック、スタンダード、インテンシブの３つのコースからなっています。

　どの外国語を学ぼうか迷っている人には、第１・２タームに週１回の講義で二つの外国語と文化を紹介する

「外国語ベーシックⅠ」がよい道先案内役になってくれるとおもいます。ベーシックⅠに続けて第２期には

週３回のドイツ語・ベーシックⅡが用意されています。

　もうドイツ語をやることに決めているというなら、春からすぐに通年週３回のドイツ語・スタンダードⅠ

／Ⅱか、週４回のドイツ語・インテンシブⅠ／Ⅱのいずれかのコースを選択してください。ドイツ人留学生

がティーチング・アシスタントとして来てくれることもありますので、楽しくドイツ語を学べますよ。

英検のようなものがドイツ語にありますか？

　あります、ありますよ。ドイツ語技能検定試験が年に２回行われています。毎年たくさんの人が検定試

験に挑戦し、合格しています。冬季試験は新潟大学の校舎で行われますから、とても便利です。しっかり

勉強すれば１年生の冬の段階で４級または３級がとれますよ。ぜひ検定試験を目標にがんばってください。

ややもすると目標を失いがちな１年生、２年生の時期がメリハリのついたものになってくれますよ。
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Bonjour

さあ、つらい受験勉強からようやく解放されて、

大学生になったきみ。フランス語を自由に思いっ

きり勉強できるというのは大学生だけの特権で

す。フランス語の美しい響きと明晰さにじかに

触れて、パリの街の喧噪と華麗さの中から生ま

れた詩をひもとくのも、 セザンヌやゴッホが生

きた南仏の夏の木陰に思いを馳せるのも、これ

からはきみの思うがまま。

長い歴史の重みが醸し出した重厚さと

どきっとさせるような華やかな革新性

そして文化の多元＝混在性が、不思議

にひとつに同居した言葉̶

フランス語。

  

いまこそ、みんなと一緒に学んでいき

ましょう！

ボンジュール, フランス！

それだけではありません。ＥＵが統合・拡大し、

新しいヨーロッパ再編を代表する柱としてます

ます活気づくフランス。経済・政治・技術・文化・

芸術・スポーツなどさまざまなレベルで、フラ

ンスと日本との対話と交流の意義はより一層大

きくなってきています。意外に知られていませ

んけど、カナダをはじめ、中近東やアフリカ、

東欧諸国でも、公用語にフランス語を用いてい

る国は数多く、全世界で約３億人に通用してい

ます。フランス語の扉をたたくことは、現代世

界へ向けて発信するためのいわばかけがえのな

いベースともなるのです！

実地で生きた本場のフランス語を！

 　　　̶ 語学研修、短期留学もできる

毎年夏になるとフランスへの語学研修旅行に参

加する先輩がたくさんいますよ。フランスには、

休みになると大勢の外国人を語学研修に参加さ

せるほど、魅力あるプログラムや優れた教師を

提供できる学校が多いのです。

新潟大学はフランスのナント大学と学生交換協

定を結んでいますから、どの学部に所属してい

てもフランス留学のチャンスがありますよ！ 

また、人文学部はボルドー第三大学とも協定が

ありますからさらに留学の機会が増えます。在

学中にぜひ一度はフランス社会を体験してみま

せんか？

L'invitation au français vivant
ボンジュール,

Apprenons

毎年フランスへの短期語学研修旅行に参加する

先輩がたくさんいますよ。フランスは、語学教

育の長い蓄積を活かし、大勢の外国人が語学研

修に参加するシステムが整っており、全国各地

に、魅力あるフランス語教育プログラムや優れ

た教師を提供できる公立・民間の学校が多いの

です。

特に新潟大学はフランスの 2つの国立大学、ナ

ント大学とボルドー・モンテーニュ大学と学生

交換協定を結んでいます。どの学部に所属して

いても交換留学生としてフランス留学のチャン

スがありますよ！
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コミュニケーション重視

  ̶ 生きて話せるフランス語へ

未知の外国語を学ぶのは、期待と不安がつきも

の。「中学・高校と語学は苦手で…」という人も、

ここではすっきりと頭を切り替えてくださいね。

新潟大学のフランス語の授業は、ネイティヴの

教師も参加する少人数タイプのクラス。オープ

ンで風通しのよいクラスですから双方向型の「話

す」「聴く」といった能力を伸ばすにも理想的で

しょう。文法ももちろん大事だけど、やっぱり

ちゃんときれいな発音で話せるようになりたい、

そんなきみにもきちんと応えるクラスになって

います。

フランス語ってむずかしい？

 ̶ 長い伝統がつくりだした明晰さと論理

英語にくらべると、フランス語はいっけん面倒

くさそう？  単語も新しく覚えなければならな

いし、それに動詞の変化もいろいろあるらしい、

とか、おいおい名詞や形容詞に男性や女性があ

るそうだぞ、とか。

でも安心してください。語彙には英語と重複す

るものが多いし（というより、フランス語の方

がたいていは本家、英語は分家）、動詞変化や男

性 ･ 女性の区別などは他のヨーロッパの言語に

比べればまだまだ少ないんですよ。

なによりも大切なのは、はやくから先人たちが

美しいことばの魅力を自覚的に追求したことや、

長く近代ヨーロッパの政治・外交の中心にあっ

たこと、そしてまたフランス語の教育と普及の

ために払った多くの努力の実績から、フランス

語文法の規範性と洗練性はきわめて高い水準に

まで達しているということ。現在でもフランス

語が国連、ＥＵ、ユネスコでも公用語のひとつ

として使用され、国際語としての世界に占める

地位が重要なのも、ひとつにはここに理由があ

るんですよ。おそれずに、おもいきりよくフラ

ンス語にチャレンジしてくださいね。

一年でどのくらいフランス語を勉強するの？

初めて学ぶ英語以外の外国語だから、まずは言

葉の構造をおおまかにとらえて、文法の基礎を

つくることがひとつ。次に、耳と口を慣らして

発音を正確におこない、簡単な日常会話を話せ

たり、短い文を読めるようになることがもうひ

とつの目標。

それでも、一年生の６月には仏検（フランス語

検定試験）５級、11 月にはもう仏検４級を受験

して、ちゃんと合格する先輩たちがたくさんい

ますよ。

le français ensemble !
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・ イタリア語のいいところ　その１

発音が簡単 ！

・イタリア語のいいところ　その２

健康にいい ！（かもしれない）

Studiamo l’italiano insieme! 

・ イタリア語のいいところ　その 3

古典芸術からサッカーまで、 情報を得ることができる ！
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A

B

C

第３・４ターム開講科目 古代ローマ帝国ラテン語A・B　（令和５年度は休講です）
古典古代ギリシア語A・B　（令和５年度は休講です）
古代エジプト神聖文字文A・B

古代ローマ帝国ラテン語　（令和5年度は休講です）

古典古代ギリシア語　（令和５年度は休講です）

古代エジプト神聖文字文
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オプショナル・コース

デジタルことばの窓

この冊子の内容をインターネットでも
見ることができます。

http://www.iess.niigata-u.ac.jp/shoshu/mado/portal.html

　意欲があるかたが学部や専門を問わず１年生から、第三、

第四の外国語として履修できる科目として

　　

フランス語オプショナル 朝鮮語オプショナル
中国語オプショナル　　

が開講されています。これらは週１回の講義形式で行われ

る授業で、言語・文化・歴史の学習を通して、視野を拡大

するのがねらいです。

　ただし、この科目は科目細区分「人文科学」に含まれて

おり、「初修外国語」の卒業要件単位にはなりませんので注
意してください。

第

を勉強したいなと思ったら

外 国 語３

外国語

オプショナル・コース

ロシア語オプショナル
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