




❀　委員長挨拶　❀

３

みなさんこんにちは。受験生応援冊子「たふまにゅ」を読んでくれてありがとうござ

います。委員長挨拶を書くにあたっていろいろと思案していると、自分が受験生だった

ころを鮮明に思い出します。 

僕は高校時代、勉強もそこそこに部活に打ち込み続け、3 年の 10 月に引退をしまし

た。第 94 回のたふまにゅを読んでくれた方はご存知かもしれませんが、その年の受験

で第一志望には届かず、私大に行くことよりも浪人を選びました。本格的な受験生活は

そこから始まったと言っても過言ではないかもしれません。 

毎日朝から晩まで予備校に通い、授業の予習復習、問題演習をしながら模試を受け、

夏には別の校舎まで夏期講習に通い、秋からは過去問にも手を出し始め、冬には 2 回目

の受験を迎えるという、これといって特別なことはしていない浪人生活を送りました。 

でもそんな生活の中でも一つだけ意識していた言葉があります。「一喜一憂」です。

受験生活の中ではよく、「模試やテストの後に一喜一憂するな」という風に言われるこ

とが多いですが、僕はそうは思いません。なぜならそういう試験の類は、それまで自分

が頑張ってきた、もしくはあまり頑張れなかった部分が如実に表れてくるわけです。そ

りゃあみんな、頑張ったことが点数に出れば喜ぶし、出来が悪かったらそのことを憂う

でしょう。ただでさえ楽ではない受験生活なのだから、その時くらい感情を吐き出して

もいいじゃないか、僕はそう思っていました。でも大事なのかそこからで、「喜」ぶに

しても「憂」うにしても「一」度に抑えなくてはいけないのです。それを引きずって

も、今後に影響することは少ないのです。 

最近の中国語の授業で、「塞翁が馬」という表現が出てきました。成り立ちは面白い

のですがここでは長くなるので省略します（是非調べてみてください）。「ある出来事が

良い方向に転ぶか悪い方向に転ぶかわからない」という意味です。模試の結果が良くて

も、それが今後良い方向に転じるかはわからないわけです。また、逆も然りで結果が悪

くても、それはその時、現時点での状況でしかないのです。 

模試などは現時点の実力をはかるもので、今後については未知数です。極端な話先生

ですら分からないわけです。なので先生や予備校の担当の人の話は聞きつつも、内心で

は「知ったようなことを言うな！」と思いながら、半ば反抗的に浪人生活を送っていま

した。 

受験生なら今現在、高校 2 年生やそれよりも下の学年の人なら今後、多くのテストや

模試を受け、その都度結果が出ます。遠慮せずに「一喜一憂」し、これからの勉強も頑

張ってください。そして大学受験当日、それまで感じることのない最大の「喜」びを味

わってほしいと思います。皆さんの受験の成功を祈り、応援しています！ 

第 96 回外語祭実行委員長

国際社会学部東アジア地域中国語専攻　鶴田拓己



学部による違い
　現在、東京外国語大学には言語文化学部（通称：言文）と国際社会学部（通称：国社）の２つの学部が

存在し、2019 年度から新たに国際日本学部が創設されます。ここでは、主に現存の言文と国社の違いにつ

いて簡単に説明していきたいと思います！

【入試形態】
　

【１,２年次の授業について】
　１,２年次において学部の違いはあまり明白にはなりませんが、２年生から３年生になるための進級要件が一部
異なります。自分が所属していない学部で必要とされる授業を受け、卒業所要単位に含めることは可能です。

【専攻言語について】
　１,２年生の間は言文の生徒も国社の生徒も、専攻語を全員が必修授業として履修します。３年生になると、言文
の生徒は同じく専攻語の授業が必修ですが、国社の生徒は専攻語が必修ではなくなります。ただし、専攻語の授業

を受けない場合には、他の分野の授業を受ける必要があります。

【教職課程について】
　言文の学生は英語（専攻している場合に限りドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語・ポルトガル語・
ロシア語・中国語・モンゴル語・インドネシア語・ラオス語・ビルマ語・ペルシア語も可能）の教員免許が、国社

の学生は社会の教員免許が、それぞれ他の学部の学生よりも取りやすくなっています。

国際日本： 2019 年度から推薦入試と前期試験による募集が始まります。後期試験での募集はしません。また、

　　　　　前期試験における二次試験では、英語と地理・歴史（「日本史」または「世界史」）に加えて、外部の

　　　　　英語スピーキングの試験が実施されます。

※詳細は、募集要項などで確認してください。

※前期試験と後期試験の出願の締切は同日となっています。注意してください。
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言文：2019 年度から全専攻言語において推薦入試がおこなわれるようになります。また前期試験はあります

         が、後期試験での募集はしていません。2018 年度までは願書で自分が専攻したい言語を１つ選択しま

         したが、どうやら 2019 年度からは国社（下記参照）と同じ制度を導入するようです。

国社：前期試験と後期試験があります。また、2019 年度から推薦入試がおこなわれるようになります。前期

　　　試験では出願の際にまず地域を選択し、その地域の中にある専攻したい言語が複数ある場合、希望順

　　　位をつけて選択します。後期試験は出願の際に、選択する地域の中から第一希望の言語のみ選択します。



コースによる違い
　

　【言語文化学部】

　【国際社会学部】
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・地域コース
　 専攻地域で話されている言語の構造や機能、社会や文化との言語の繋がりについ
　  て、また各地域における文学や宗教を始めとした文化について深く学ぶことがで
　  きます。

・超域コース
　 言語学や通訳・翻訳論、文学文化研究など、広く言語と文化を中心とした人間の
　  営みを、専攻地域の枠を超えて、体系的に学ぶことができます。

・地域研究社会コース
　 さまざまな地域に住む人々の世界を具体的な事例に即して考察するコースです。

　 専攻地域の文化・経済・社会について深く学ぶことができます。

・現代世界論コース
　 現代社会が直面する問題について考察するコースです。民族問題・ジェンダー・

　 文化人類学等について学ぶことができます。

・国際関係論コース
　 法学・政治学・経済学・国際関係論・国際協力論等、社会科学と呼ばれるものが

　 中心です。外交や平和構築、国際教育について国際的な視点で研究できます。

　現在言語文化学部・国際社会学部にはそれぞれ３つのコースが設けられています。（2019 年度

から言語文化学部のコースは 2つになります。）これは３年次にゼミというものを決定するときや、

２年生から３年生になるための進級所要単位に関係する分類です。それぞれのコースについて、

簡単に紹介します！



気になる！？
　　　外大生の併願校事情！
【併願校、何校受けた？】

１～２校　　　　　　　37.1%　　　　　　　　
３～４校　　　　　　　37.1%
５校以上　　　　　　　18.5%
併願校は受けていない　7.3%　

※センター利用を除く　回答者 302 名

3～4校

5校以上

0校

1～2校

　併願校を受けるメリットは、練習になることや、受かれば安心感を持って外大の入試に臨めること。

ただ、滑り止めのために時間を割いて第一志望校の勉強がおろそかになってしまったら本末転倒……。
センター利用等を有効に用いるなどしつつ、自分にあったスタイルを考えてみてください！

【外大以外にどこを受けた？】

0 50 100 150 200

上智大学

早稲田大学
立教大学
明治大学

慶應義塾大学

青山学院大学

津田塾大学
国際基督教大学

　他にも、中央大学や法政大学、

同志社大学などを受けている人

が多くいました。入試日程や入

試科目等を調整して併願校を受

けるか、どこが自分に合ってい

るのか考えてみましょう！

※複数回答可　回答者 302 名
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（人）

174

27

41

52

93

155

75

48



１６０点未満
１６０点以上１８０点未満
１８０点以上２００点未満
満点

４０点未満
４０点以上４５点未満
４５点以上
満点

１８０点未満
１８０点台
１９０点台
満点

８０点未満
８０点台
９０点台
満点

８０点未満
８０点台
９０点台
満点

８０点未満
８０点台
９０点台
満点

７０点未満
７０点台
８０点台
９０点台
満点

８０点未満
８０点台
９０点台
満点

７０点未満
７０点台
８０点台
９０点台

８０点未満
８０点台
９０点台
満点

８０点未満
８０点台
９０点台
満点

８０点未満
８０点台
９０点台
満点

６０点未満
６０点台
７０点台
８０点台
９０点台
満点

５０点未満
５０点台
６０点台
７０点台
８０点台
90 点台

６０点未満
６０点台
６０点台
７０点台
８０点台
９０点台
満点

５０点未満
５０点台
６０点台
７０点台
８０点台
９０点台

７０点台
８０点台

７０点未満
７０点台
８０点台
９０点台
満点









    自分が 1番頑張ったものを持ってくると良いと思います。私の場合はそれがエッセイと論述だった
ので、それを読み返すことで、添削してくれた先生の顔が浮かび、安心して試験を受けられました。







　　～浪人（前期）の勉強法～
2次に向けての勉強法

勉強の改善点

当日の緊張解消法
　緊張は当たり前です。それだけ自分がこの大学に対して強い思いがある証拠です。しかし何があってもこれが最後です。変
に気負わず、いつも通りのパフォーマンスを発揮することを心がけてください。きっと結果がついてきます。

名前：カープ女子　専攻語：フランス語　学年：1年　二次試験科目：英語・日本史 

　英語におけるリスニング＋英作文の問題は、早稲田や一橋の過去問で自由英作文を練習、リスニング対策として速読英単語
シリーズを利用し、CDを使って何も見ずにシャドーイングと書き取りを毎日やりました。シャドーイングは朝の電車の中で、
書き取りは予備校の閉館時間10分前にやると決めていたのでなんとか続けられました。また、外大の日本史は今のところか
なり簡単です。ただ60分で膨大な量のリード文を読み、400字と100字の論述と一問一答を処理しきらなければならないと
いう時間的な問題があります。リード文は全部読まずに回答のヒントになりうるところだけ賢く読みましょう。一問一答は全
問正解できるように、論述は短時間で400字を処理できるように筑波大の過去問で対策していくと良いと思います。

勉強の改善点
　過去問との向かい方を改善しました。現役時代は過去問を3周もしましたがはっきり言ってこれは無意味でした。過去問は
所詮過去問、二度と出題されない問題だからです。浪人してからは過去問は自分の現在の学力と目標のギャップを確認するた
めだけに使い、1周しかしませんでした。それでも過去問を解くたびに発見した課題を、予備校のテキストなどを使って解決
していたため全く問題ありませんでした。

当日の緊張法
　はっきり言ってあまり緊張しませんでした（笑）　模試でA判定も取っていたし、そして何より、それまでの勉強の積み重
ねがあったからだと思います。

2次に向けての勉強法

名前：エカチェリーナ2世　専攻語：ロシア語　学年：1年　二次試験科目：英語・世界史

　英語の大問1は、外大の過去問を解き、出題者が求めているだろう箇所を本文中から探し、論理的にまとめる練習をしまし
た。大問2,3は、私の場合選択肢を見る前に本文を読みどのような単語、文が入るのか予想して、後で選択肢からあてはめて
いくトレーニングをしました。これらによって思考力が上がり、パラグラフごとの大筋をつかんで理解できるようになります。
早稲田文化構想や東大の過去問にも似た問題があります。大問4～6のリスニング対策は、毎日同じ（ここがポイント！）英
語の音源に触れるようにしました。様々な音源を聴く「多聴」よりも1つの音源を何度も聞いて完全に意味を理解でき、一語
一句違わずディクテーションできるほどまで聞き込む「精聴」をおすすめします。大問6の要約・意見論述は頼れる英語の先
生に粘り強く何度も英作文を添削していただいていました。世界史は、細かい用語よりも横の繋がりを意識した問題が出題さ
れます。センターレベルで大まかに流れが説明できると良いでしょう。現代史（特に文化史）が落としやすいポイントです。

　現役時は高校の授業を十分に消化しきれず、とりあえず塾に通ってみたり人気の参考書を買ってみたりとあれこれ手を出し
て結局どれも中途半端のまま終わりました。浪人してからは時間はあったので、その反省を踏まえてボロボロになるまで1つ
の参考書を読み込みました。また量より質ですから、集中力オンオフの切り替えをきっちりして、たまには友人と話すなどし
て気晴らしするのも良いと思います。
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過去問について
Q.2 次試験の過去問を初めて解いたのはいつ？

11.3%

15.2%

27.5%
21.8%

12.6%

7.9%

↓2.3%
1.3%↓ 高校 1～2年生　　　　　　　 11.3%

高校 3年生　1学期　　　　　15.2%
高校 3年生　夏休み　　　　　27.5%
高校 3年生　2学期～冬休み　 21.8%
高校 3年生　1～2月　　　　  12.6%
高校 3年生　3月　　　　　　  1.3%
高校卒業後　　　　　　　　　  7.9%
解いていない　　　　　　　　  2.3%

Q.2 次試験の過去問を本格的に解き始めたのはいつ？
1.4%
↓ ↙2%

7.9%

27.8%

13.2%

33.8%

10.6%

2.3%↓
高校 1～2年生　　　　　　　1.4%
高校 3年生　1学期　　　　　  2%
高校 3年生　夏休み　　　　  7.9%
高校 3年生　2学期　　　　 27.8%
高校 3年生　冬休み　　　　13.2%
高校 3年生　1～2月　　　  33.8%
高校卒業後　  　　　　　　  10.6%
（本格的には）解いていない　 2.3%

※回答者 302 名

　腕試しだと思って高校 3年生の夏休みまでに一度 2次試験の過去問を解く人が半数
いる一方で、2学期から 2次試験直前までの間に初めて解いたという人の割合も目立
ちます。しかし得点配分のことを鑑みると冬休みはセンター試験のために時間を割く
ことをおすすめします。

※回答者 302 名

過去問の活用法
・センター試験
　センター試験はとにかく英語が要です！センター事情ページにもあるように、190
点以上の人が多くいるのがわかります。満点を取る気概で頑張りましょう。地歴でも
高得点を取る人が多数おり、この 2教科ではあまり差がつきません。その分、国語や
数理などが得意であると周りと差をつけやすくなるかもしれません。

・2次試験
　外大の 2次試験は独特なため、たくさん問題を解くことで出題形式に慣れることが
第一です。英語のリスニング＋論述の問題等の対策はもちろんですが、大問 1や 2に
おいてもコンスタントに点数が取れるようになると良いと思います。
（2018 年度までの入試の傾向であり、今後変更される可能性もあります。）







おすすめの参考書

英文解釈の技術 100
　

TED TALKS

やっておきたい英語長文シリーズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

【英語】
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 / 桐原書店 /¥1,458
　一文が長く、意味の取りにくい英文を理解できるよう
になるための一冊です。実際の入試で使われた英文もあ
り、演習としても役立ちます。ただ練習問題に取り組む
だけでなく、付属の CDを使ってディクテーションやシ
ャドーイングもできるので、外大の英語対策の初歩とし
ては最適な参考書だと思います。

　机に向かう勉強に飽きてしまったり、電車で紙の参考書
を開けない時に聞きました。さまざまな分野の話を聞くこ
とで教養も身につけることができますし、外大特有の雑音
が入り混じるリスニングの対策にもなります。何より受験
勉強の息抜きにもなります。無料のアプリをダウンロード
しておくと便利です。

/河合出版 /¥957

　一通り外大の 2次試験の入試問題が読めるようになった
後に、英文を読む速さや記述問題の精度を上げるための参
考書！ TEDと同じく色々な分野の英文が掲載されていて、
その分野に関連した英単語も覚えられます。2次試験では
問題文を速く正確に日本語で説明する力が問われるので、
演習形式の勉強が役に立ちます。外大を志望するのなら、
700 か 1000 がベストだと思います！
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【世界史】 実力をつける世界史 100 題
　

みるみる論述力がつく世界史 

【日本史】
大学受験ココが出る‼日本史Bノート
　

詳説日本史B 
　　

　併願校として、難関私大を受ける際にも活用できる問題集です。
外大の世界史は重箱の隅をつつくような問題が出題されることが
しばしばありますが、そういった問題にも対応しています。また、
教科書では学びにくい東欧史や戦後史、文化史等も充実していま
す。また解答、解説が丁寧なので、しっかり読みこめばより歴史
の流れが理解できるようになります！

/Z 会出版編集部 /¥1,404

/ 旺文社 /¥1,188
　基本事項の確認としての穴埋め問題や、2次試験用の論述式問
題が記載されており、センター試験から 2次試験まで一冊で仕上
げることができます。多くの史料が載っていて、時代ごとにより
深い理解を得ることができます。外大の日本史ではほぼ必出であ
る対外関係についても詳しく書かれており、論述の際に使える知
識が増えました！

/山川出版社 /¥830

　外大の日本史受験者の中には教科書活用派がかなりいます。教
科書を何度も繰り返し読むことで時代の流れが自然に頭の中に入
るようになります。また、指定語句つきの論述問題に困ることは
徐々になくなっていきます。

　外大の世界史の論述問題は、リード文の要約を主に求められる
ものが多いですが、基本的な論述の方法や、論述での点の取り方
等は多少学んでおきたいと思って取り組んでいました。参考書を
読むだけでも、大まかな歴史の流れを掴めるようになるのでおす
すめです。

/山川出版社 /¥1,080



留学生に聞いてみた！

　東京外国語大学には世界中、さまざまな国から多くの留学生が来ています。日本

語科に入学する学部生や、留学生日本語教育センター（通称：留日センター）で日

本語を学ぶ留学生がいます。今回は３人の留学生にインタビューをおこないました！

　　【質問事項】
　①出身国
　②どうして日本に来たのか
　③どうして外大に来たのか
　④日本人学生との交流はどのようなものか

　　クリスティーナさん
　①チェコ
　②チェコの大学では日本語を専攻していて、日本で日本語を勉強するため！
　③色々な言語研究に注目している大学で、他大学よりも日本語のコースが
　　充実してそうだったから。
　④日本人学生との交流はあまり無いかも…。
　　たまに授業で日本人学生と話したり、チェコ語の授業でチェコ語専攻の学
　　生との交流しています。
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　キムヒヨンさん
①韓国
②より広い世界に出会いたかったからです。大々的な一歩として元々好きだ
　った日本に来ました。
③国際社会学を勉強するにあたって、外大を除いては何もできないと考えた
　からです。
④普通に大学で色々な人と交流しあっています。育った環境や背景がそれぞ
　れ異なってくるため、考え方や価値観など、全く違うなと交流の際には感
　じることが時々あります。外大に入ってからは毎日が交流の繰り返しです。

　オルガさん
①ロシア
②大学で日本語を専攻しているからです。
③自分では外大以外を選ぶことができませんでした。
④日本人との交流自体が無いです。個人的に友人ができる可能性はあると
　思いますが、私は現在の学生のみなさんの大部分より年上で、一緒に遊
　びに行くとかはありません。授業でも日本人が恥ずかしがって意見交換
　をしないことがほとんどです。
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　外大で「留学生との交流」を楽しみにする受験生の方もいると思います。留学生との関わりを
持つか持たないかは自分次第ではありますが、外大に入れば、国や地域を問わずたくさんの留学
生と交流する機会を得られます！

ミニコラム！　　　　　どうして外大に？
ブルガリア語の授業が受けたかったから！ 外語祭の雰囲気に惹かれて！

留学制度が整っているから！
数学はできないけど国立大学に行きたかったから

私大と悩んで、 なんとなく

外交官になりたくて！

専攻地域出身の彼女が欲しいから！！

中東に平和をもたらしたくて

日本人学生に聞いてみた
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主専攻語の授業、どんな感じ？

ロシア語専攻
　ロシア語の授業は、ロシア地域専攻と中央アジア地域専攻の一部のメンバー
でおこなっています。クラスは主に名前のアルファベット順に２つに分かれて
いますが、ネイティブの先生の授業は、そこからさらに分かれて４つのクラス
になります。ロシア語の先生は優しい先生が多いのですが、授業中は一人ひと
り問題を当てられることになるので授業は緊張感があります（笑）また、ロシ
ア文学の興味深いお話や、ロシアの歌を毎回聞かせてくれる先生もいらっしゃ
います。選曲が面白いのでロシア語専攻の生徒の間ではいつも話題になります。

チェコ語専攻
　小語科であるチェコ語科は、大語科のようにクラス分けされることなく、語
科全員で日本人の先生による文法の授業や、ネイティブの先生による会話の授
業を受けます。そのため、クラスが分けられてしまう大語科よりも親密な関係
を築くことができています！文法の授業では、教科書を実際に作った先生の元
で学ぶことができます。さらに、なんとその教科書の付属CDの音声を担当し
ている方も、ネイティブの先生として私たちにチェコ語を教えてくださってい
るのです！なので、文法の授業中にCDを聞くと思わずクスッと笑ってしまう
こともしばしば（笑）１年生の春学期が終了した段階では、まだ名詞の複数形
を使った文章さえ作ることができませんが、語科全員で慣れない文法事項と格
闘しています！
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