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2014年度卒業生の主な就職先

卒業までの流れ

ロシア語・ロシア文学・ロシア文化を学んでいくうちに、
ロシアの魅力に惹きこまれていく

４年間の学び　Curriculum

学生からのメッセージ　Messages from students

担当教員

ロシア語という山
　ロシア語は難しいと言われますが、それは見知らぬ文字を使っていたり、発音が
耳馴れなかったりと、最初は面食らうことが多いからだと思います。しかし、習うより慣れ
ろ。腰を据え、じっくり取り組めば、ロシア語という言葉の山は必ず踏破できます。ロシア
語という山を登って中腹まで出ると、どんな景色が広がっているでしょう。ロシアの文学、
芸術、ビジネスはもちろんのこと、ポーランド語、チェコ語といった山も、すぐに手の届く
ところにあります。ロシア語は一度登ったら、忘れられない景色を約束してくれる名峰
です。私たちがその道案内をします。

　時代とともに大きく変貌するロシア。日本海を隔てて存在するこの国は、長い歴史の中で世界に誇る独自
の文化、思想、芸術を成熟させてきました。現代社会で目ざましい経済成長を遂げているロシアへの注目は
高まりつつあります。
　本学科は、専門的にロシア語が学習できる数少ない場です。ロシア語は英語と違って多様な語形変化を
持った言語です。ロシア人教員と日本人教員が協力して細やかな指導を行うことで会話と文章読解との
調和をはかり、学生たちの総合的なロシア語運用能力の向上を目指します。
　1年生の授業はアルファベットの学習から始まり、基礎的な文法知識と初歩的な会話練習が行われ、2年
生は文法、会話ともに基礎力を充実させ、講読を通じて文章を理解する練習が始まります。そして、3年生、
4年生には文学作品や新聞・雑誌を読み、文章読解で培われた言語感覚を生かして、会話と和文露訳の
質を高めることを目指します。

コミュニケーションの幅を広げる言語を学び、
有意義な学生生活を。
　多種多様な価値観を持った友だちや、面倒見のいい魅力的な先生方や先輩
たちに出会うことはとても刺激的です。また、専攻言語だけでなくさまざまな分野の
勉強ができることもあり、自分の興味に合わせて勉強ができることも、神戸市外大の
魅力です。自己のコミュニケーションの幅を広げるツールである言語、その中の
ひとつのロシア語を学習しながら、さまざまなことにチャレンジ精神を持って取り
組み、有意義な大学生活を送りましょう。

ロシア学科
Ｐ У С С К И Й Я З Ы К

ロシア学科教授
北見 諭

求める学生像
ロシアおよび旧ソ連地域
の言語・文化・歴史に興
味のある人1
外国語を使用するときに、
間違うことを恐れない大胆
さと、その言語を正確に
理解しようとする几帳面さ
の両方を備えた人

2

世界には多様な価値観が
存在することを認め、新しい
習慣、異質な習慣を拒絶す
るのではなく、冷静に観察し
て受け入れることができる人

3

･ジェイテクト
･住友ゴム工業
･東洋ゴム工業
･ニプロファーマ
･日立オートモティブシステムズ
･ロクシタンジャポン
･千趣会

･大垣共立銀行
･三菱東京UFJ銀行
･ANA大阪空港
･NYK Container Line
･上組
･キューソー流通システム
･山九

･戸田建設
･日本航空（JAL）
･高松国税局
･堺市役所
･外務省在外公館派遣員（ウクライナ）
･日本原子力研究開発機構
 など

１年次

学科専攻語学

学科基礎科目

2年次 3年次 4年次

Ⅰ階程からⅣ階程まで定められた段階に沿ってロシア語の運用能力と専門知識を修得します。

ロシア語圏の社会・文化・文学・言語に関する基礎知識を修得します。

全学共通科目 専門科目を学ぶための基礎となる知識を修得します。

兼修語学 英語を履修し、言語運用の幅を広げます。

自由選択語学 イタリア語、ポルトガル語、ポーランド語、インドネシア語、朝鮮語などを学ぶことができます。

Ⅰ階程
ロシア語の発音と文法を学びます。

Ⅱ階程
文の構造、ロシア語特有の文法
現象について本格的に学ぶのと
並行してロシア語の文章を読む
練習をします。会話の授業では、
基本的な表現とともに聞き取りの
力をつけます。

Ⅲ階程
さまざまなジャンルのテキストに
触れて、言葉のスタイルにどのよう
な違いがあるのかを考えます。

Ⅳ階程
Ⅲ階程の内容がさらに高度になり
会話の授業は対話だけではなく、
人前で自分の意見を述べる練習
も行います。

時間割例（１年生前期）

1

2

3

4

5

Mon Tue Wed Thu Fri

専攻語学
ロシア語Ⅰ④

兼修語学Ⅰ
英語（講読）

専攻語学
ロシア語Ⅰ③

兼修語学Ⅰ
英語（作文会話）

専攻語学
ロシア語Ⅰ②

専攻語学
ロシア語Ⅰ⑤

専攻語学
ロシア語Ⅰ①

専攻語学
ロシア語Ⅰ⑥
全学共通科目
現代日本経済論1

全学共通科目
環境と人間

全学共通科目
憲法1

全学共通科目
哲学1

学科基礎科目
ロシアの社会1

学科基礎科目
ロシア史1

学科基礎科目
ロシア文学史1

神戸外大に入学してから一番印象に残っていることは？
先輩方が英語やそれぞれの専攻言語で楽しそうに話しているのを見たときは感
動しました。
神戸外大ならではの自慢を教えてください。
語劇です。劇団に入り作品作りに携われば、一生の思い出ができるのはもちろ
ん、その言語での会話能力の飛躍的上昇は間違いなしです。

Q
A

Q
A

ロシア学科3年

Моя мечта 夢・目標～
複数の言語を話し、人々のつながりの要になること
ができる人間になりたいです。
Я хочу иметь отношения с многими 
людьми в мире, говоря на многих языках.

憧れのロシア語を専門的に勉強し、
ロシアからの視点が学べます。
　私がこの大学を志望したのはロシア語を専門的に勉強できる学科があった
からです。ムソルグスキーの展覧会の絵という曲に憧れ、ロシア語を学ぼうと思い
ました。質の高い教授陣の力、そして、「ロシアが好き！」という気持ちがあれば
難しいロシア語も自分のものになります。さらにロシア学科では、日本とも欧米とも
異なる「ロシアからの視点」を学ぶこともできます。「強い関心」のある方はぜひ
ロシア学科に来てください！

この学科を選んだ理由は？
ムソルグスキーの展覧会の絵を聞いて感動し、ロシアに魅かれたからです。
好きな授業は？
専攻ロシア語です。文法を覚えるたびに自信がつきます。

Q
A
Q
A

ロシア学科2年

Моя мечта 夢・目標～
はっきりとは決めていませんが、日本とロシアをつなぐ
人材になりたいです。
Я хочу быть человеком, который служит 
мостом между Японией и Россией.

コ
ー
ス
科
目

ゼ
ミ
ナ
ー
ル

語学文学コース

コース 法経商コース
総合文化コース
国際コミュニケーションコース

各コースの教員が主催するゼミに所属し教員のもとで専門分野を
学んでいきます。

４つのコース（語学文学、法経商、総合文化、国際コミュニケーショ
ン）の中から１つを選択し、各コースで設けられている専門科目を
履修します。※国際コミュニケーションコースは希望者選択制。
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