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東京外国語大学が誇る、さまざまな語科を皆さんにご紹介！ 

おもしろそうな言語や地域が見つかるかも！？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

語科の魅力紹介 



 

 

 

英語科（北西ヨーロッパ・北アメリカ地域） 

専攻語の授業の難易度 ★★★☆☆ 

                      進度 ★★★☆☆ 

                     課題の量 ★★★☆☆ 

語科の規模＝大語科 人数：70 人以上 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→イギリスが好きだったから。 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→連合王国や合衆国ならではの、国の中でのまとまりやばらつきが面白いです。 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→人数が多いので、みんなで仲良くワイワイ！と言うよりは小さいグループでのまとまりという感じです。 

Q. 語科の好きなところは？ 

→楽しんで英語を話すところ。 

Q. 専攻語で一言！ 

→ Do your best!（ベストを尽くせ！） 

【受験生へのメッセージ】 

ただでさえ 2 次の英語や歴史の勉強が大変なのに共通テストでは数学 IIB まで必要になると聞きました。本

当に大変だと思いますが、皆さんが後輩になってくれるのを心待ちにしています！ 

 

 

ドイツ語科 

専攻語の授業の難易度 ★★★★☆ 

                      進度 ★★★★☆ 

                     課題の量 ★★★★☆ 

語科の規模＝大語科 人数：50～54 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→旅行した時に感じが良くて将来住みたいと思ったから。／環境やジェンダー問題に対する意識の高さに学

びたいと思ったから。ドイツ人の友達がいるから。／移民問題に取り組んでいる国を研究したかったから。 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→とても歴史が長く、古くからの建物がとても美しい！ 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→語科全体で仲がいい、真面目。／コツコツ堅実タイプが多いので授業中は集中した空気。行事のときは盛

り上がってます！／勉強には熱心だけど賑やかな人ばかりで楽しい！！ 

Q. 語科の好きなところは？ 

→人。／人数が多いから賑やか。／時間前の着席を絶対守ってる。 

Q. 専攻語で一言！ 

→ Wir warten auf euch!（君たちを待ってるよ！） 

【受験生へのメッセージ】 

頑張れ～!!ドイツ語科楽しいよ！／外大で特定の言語を深く学ぶ楽しさは、何にも代え難いです。一緒に勉

強できることを楽しみにしています！／言語で迷っているならドイツ語一択！ 
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ポーランド語科 

専攻語の授業の難易度 ★★★★★ 

                      進度 ★★★★★ 

                     課題の量 ★★★★★ 

語科の規模＝小語科 人数：15～19 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→文化が魅力的だった。政府がゲームといった娯楽にも支援を行っている点も魅力に感じた。 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→先生方がとても熱心に教えてくださいます。 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→お互いに助け合っています。 

Q. 語科の好きなところは？ 

→語科の人が優しいところ。 

Q. 専攻語で一言！ 

→ Cześć!（こんにちは！） 

【受験生へのメッセージ】 

今の時期は特に大変だと思います。頑張ってください。 

 

 

チェコ語科 

専攻語の授業の難易度 ★★★★☆ 

                      進度 ★★★★☆ 

                     課題の量 ★★☆☆☆ 

語科の規模＝小語科 人数：10～14 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→ドイツ語落ちです...笑 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→先生が優しい。 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→めっちゃ仲良しです！もはや家族。先生も優しくて、割と時間にルーズ笑(時間通り始まったことがほぼ

ないです) 

Q. 語科の好きなところは？ 

→小語科だからすぐにみんなと仲良くなれるとこ！小語科だからこそのアットホーム感、最高です。みんな

優しくて、チェコ語科でよかったなって思える仲間や先生に出会えました！ 

Q. 専攻語で一言！ 

→ Do toho‼︎（頑張れ‼︎） 

【受験生へのメッセージ】 

※専攻語の難易度と進度は主観です。外大は友達、先輩、先生、OB.OG、みんな本当にいい人で素敵な人

たちとの出会いがあって、とっても楽しい学校です！外大で会えるのを楽しみにしてます♡受験頑張って

‼︎ 
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フランス語科 

専攻語の授業の難易度 ★★★★☆ 

                      進度 ★★★☆☆ 

                     課題の量 ★★☆☆☆ 

語科の規模＝大語科 人数：45～49 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→ヨーロッパ感 オシャレな雰囲気 話者人口 言語の響き 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→日本人が浮べるヨーロッパの文化の発信地(？) 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→明るい。 

Q. 語科の好きなところは？ 

→色んな人がいる。 

Q. 専攻語で一言！ 

→ Bonne chance!（幸運を祈る！） 

【受験生へのメッセージ】 

共テ低くても志望語科変えるな！！！低すぎない限り！！ 

 

イタリア語科 

専攻語の授業の難易度 ★★★★☆ 

                      進度 ★★★★☆ 

                     課題の量 ★★★☆☆ 

語科の規模＝中語科 人数：25～29 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→以前観光旅行に行った際に魅力的な国だと思ったから。／何となくイタリアの街並みの雰囲気などが好きだったから。 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→古くは古代ローマ、そしてルネサンスなどにも代表される文化遺産がたくさんある。／古代に全盛期を誇り、今でもローマカトリッ

クの中心地として栄える国。その権威を巡って色んな国から狙われたりした。広大な植民地も無く、二次大戦の時には枢軸国の一つと

して名を連ねたけれど影が薄い。 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→とにかく自由！ノリがいいけれど個人個人を大切にしていて、真面目とマイペースが共存している。／ゆるくて自由気まま。誰かが

イベント事を発案すればみんな何となく乗っかるけど発案されるまでが長い。割とその場のノリ。 

Q. 語科の好きなところは？ 

→雰囲気が緩くて過ごしやすい。／多すぎず少なすぎない人数でゆるい。 

Q. 専攻語で一言！ 

→ Venuto, visto, vinto.（ガリア戦記の「来た、見た、勝った」。原文の古典ラテン語では”Veni, vidi, vici.”） 

【受験生へのメッセージ】 

強い意志を持って東京外国語大学を志望している方も、東京外国語大学に興味はあるけれどもまだ志望校に迷っている方も、外語祭を

楽しんでいただければ嬉しいです。入学してから勉強が辛いことも沢山ありますが、楽しい毎日を過ごしています。受験勉強には自分

が満足できるまで、後悔しないように取り組んでください。是非同じ環境で楽しい日々を送りましょう、桜舞うキャンパスで待ってい

ます！！／結構みんな専攻語を選んだ理由はふんわりしてます。まだ専攻語なんて分からない！正直何でも良いけどそんな熱量じゃ周

りに置いて行かれる…⁉と不安な方も大丈夫。どの言語でも学び始めればすぐ自分の専攻語に愛着が沸くものです。外大で新しい世界

の扉を開きましょう！皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。 
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スペイン語科 

専攻語の授業の難易度 ★★★☆☆ 

                      進度 ★★★★☆ 

                     課題の量 ★★★☆☆ 

語科の規模＝大語科 人数：55～59 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→高校の世界史の授業で、スペインとラテンアメリカの関係に興味を持ったから。また、スペイン語の話者数はほかの言語に比べて多

いので、たくさんの人とつながることができるというところに魅力を感じたから。 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→ラテンアメリカは、スペインに支配された歴史からブラジル以外の国でスペイン語が話されているが、範囲が広いことから国や地域

によって使用語彙などが異なる。地理的特徴としては、アンデス山脈がありマチュピチュなど山の上に文明が栄えたが、それとは対照

的にたくさんの島々があり海洋文明も栄えたほか、アマゾンの熱帯雨林もあり、とても多様である。イベリア半島は、スペインとポル

トガルという大航海時代に世界の覇権を握った 2 国が位置している。その歴史は古く、多くの世界遺産があることもあって毎年たく

さんの観光客が訪れる。 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→とても明るく、みんなで教えあって主専を頑張っています。授業外でも、大語科ではありますがみんなでご飯を食べに行ったりと楽

しくやっています。 

Q. 語科の好きなところは？ 

→みんなノリがよくて、会話の授業では毎回笑いが絶えないところ(少なくとも私のクラスでは)。わからないところがあったら教えあ

うし、難しいところも情報をシェアしあったりと、やるときはしっかりやるところも好きです。とにかく楽しいです！ 

Q. 専攻語で一言！→ ¡¡¡Buena suerte!!!（グッドラック!!!） 

【受験生へのメッセージ】 

受験は、勉強や新しい知識を手に入れることを楽しんだ人が成功するものだと私は思っています。そしてそこで見つけた楽しみ方は、

大学の学びにも活かされるものです。勉強し続けるのはやっぱりつらいし苦しいけれど、少しでもその中に楽しみを見いだせるように

してみてください。そうしたら、たとえどんな結果になったとしても必ず成長できると思います。応援してます、頑張って！ 

 

ポルトガル語科 

専攻語の授業の難易度 ★★★★☆ 

                      進度 ★★★★☆ 

                     課題の量 ★★★★☆ 

語科の規模＝中語科 人数：25～29 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→共通テストの自己採点を踏まえて合格の可能性が一番高いと思ったから。 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→人称と時制ごとに動詞の活用がたくさんある。男性·女性名詞の区別がある。ポルトガルのポルトガル語

とブラジルのポルトガル語では発音や文法が少し違う。 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→人数が多すぎず少なすぎずで高校のクラスのような雰囲気。 

Q. 語科の好きなところは？ 

→優しい先生がいる。 

Q. 専攻語で一言！→ Bom dia.（おはよう） 

【受験生へのメッセージ】共通テストでミスをし、二次試験で手応えがなかった私でも合格できたので、最

後の最後まで諦めないでほしいです。 
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ロシア語科（ロシア地域） 

専攻語の授業の難易度 ★★★★★ 

                      進度 ★★★★★ 

                     課題の量 ★★★★★ 

語科の規模＝大語科 人数：50～54 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→ヨーロッパからアジアにまたがるロシアの異色な存在感に惹かれたから。 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→国土面積が世界一です。多様で魅力的な文化や都市や民族が存在しています。 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→やっぱり学ぶ言語が難しいからみんなで一緒に頑張る雰囲気があると思う。 

Q. 語科の好きなところは？ 

→世界一難しい⁽？⁾ロシア語をみっちりと丁寧に優しく教えてもらえること。 

Q. 専攻語で一言！ 

→ Как дела? (調子はどう？） 

【受験生へのメッセージ】 

待ってるよ～！ 

 

 

 

ロシア語及びウズベク語科（中央アジア地域） 

 

専攻語の授業の難易度 ★★★★☆ 

                      進度 ★★★★☆ 

                     課題の量 ★★★★☆ 

語科の規模＝小語科 人数：10～14 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→中央アジアの文化に興味があったから。 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→文化・民族において多様性バツグン！！ 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→ほんわか・ゆったりした雰囲気。 

Q. 語科の好きなところは？ 

→学内で唯一、二言語学べるところ。 

Q. 専攻語で一言！ 

→ Харакат килинг!!（頑張ってね‼︎） 

【受験生へのメッセージ】 

夢に向かって突き進め！！ 
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中国語科 

専攻語の授業の難易度 ★★★★☆ 

                      進度 ★★★★☆ 

                     課題の量 ★★★★★ 

語科の規模＝大語科 人数：55~59 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→仕事中国語が役立つと思ったから。高校時代漢文が好きだったから。 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→とにかく広い！同じ国でも気候や文化が大きく異なってとても面白い地域です！ 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→真面目な人が多いイメージ。遊ぶ時は全力で遊べる人もいる。団結力がある。 

Q. 語科の好きなところは？ 

→優しい人ばかりで何かあった時助け合えているところ。 

Q. 専攻語で一言！ 

→ 加油! (頑張れ！) 

【受験生へのメッセージ】 

受験が終わった時の解放感はたまらないです。外大で待っています！ 

 

 

モンゴル語科 

専攻語の授業の難易度 ★★☆☆☆ 

                      進度 ★★☆☆☆ 

                     課題の量 ★★☆☆☆ 

語科の規模＝小語科 人数：15~19 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→共通テストで失敗したのと、興味のある新疆ウイグル自治区でモンゴル語を話す人がいると本で読ん

だから。 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→モンゴル全てが草原だと思ったらオランバートルはかなり、読み手のあなたが想像するよりも都会で

す。 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→ゆったり 

Q. 語科の好きなところは？ 

→お互い話しやすい雰囲気をまとっている 

Q. 専攻語で一言！ 

→ Сайн байцгаана уу!!（みなさんこんにちは！！) 

【受験生へのメッセージ】 

結局どこの地域勉強することになっても好きになれる！！ 
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朝鮮語科 

専攻語の授業の難易度 ★★★☆☆ 

                      進度 ★★★★☆ 

                     課題の量 ★☆☆☆☆ 

語科の規模＝中語科 人数：25~29 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→韓国の社会運動と日本の社会を学びたいと思ったから。K-pop や K-drama で韓国語の発音が好きだっ

たから。 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→東アジア地域ですが、中国語科のことは全く知りません。 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→多くの人が KPOP など好きなので仲良くなりやすい！ 

Q. 語科の好きなところは？ 

→先生が面白いところと、みんなで趣味の話で盛り上がることができること。  

Q. 専攻語で一言！ 

→ 파이팅!!（がんばれ！） 

【受験生へのメッセージ】 

後悔しない受験生活を！たまには息抜きも重要♪ 

 

 

インドネシア語科 

専攻語の授業の難易度 ★★★☆☆ 

                      進度 ★★★☆☆ 

                     課題の量 ★☆☆☆☆ 

語科の規模＝中語科 人数：20~24 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→母の出身地がインドネシアなので、親族とインドネシア語で話したいから。 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→赤道直下なので一年中温暖！しかも日本みたいに蒸し暑くなく快適。どこに行っても人が多いのでと

ても賑やかな地域です！ 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→今のところ男女がハッキリ別れてるかも…でも険悪ではなく慣れてない感じです。 

Q. 語科の好きなところは？ 

→会話、文法、作文の授業どれも割と自由なのでやりたいようにやれるところ。 

Q. 専攻語で一言！ 

→ Bagus!(最高！) 

【受験生へのメッセージ】 

今年から数学が二科目必要になったので注意してください！スピーキングテストはノリと勢いが大事で

す。勉強楽しんでください♥︎ 
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マレーシア語科 

専攻語の授業の難易度 ★☆☆☆☆ 

                      進度 ★★★★★ 

                     課題の量 ★☆☆☆☆ 

語科の規模＝小語科 人数：10~14 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→中高時代にホームステイで行った思い出・ホストファミリーがいたから 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→暑い（赤道直下） ゆるい（時間にルーズ，なんくるないさぁ的精神） 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→なんだかんだマレーシア関係のことをしっかり頑張る人が多いと思います 

Q. 語科の好きなところは？ 

→名物ネイティヴ！！ 

Q. 専攻語で一言！ 

→ Keanjalan permintaan silang （需要の交差弾力性） 

【受験生へのメッセージ】 

未来の計画はいつでも変えられるので，とりあえず決めてみて，動き出してみましょう！ やっちゃえ

日産！！ 

 

 

フィリピン語科 

専攻語の授業の難易度 ★★☆☆☆ 

                      進度 ★★★☆☆ 

                     課題の量 ★☆☆☆☆ 

語科の規模＝小語科 人数：10~14 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→コミュニティ通訳に興味があり、日本国内で需要の高い言語を学びたかった。  

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→多言語・多文化社会。温暖な気候。人助けの精神に溢れた人柄の人が多い。  

Q. 語科の雰囲気は？ 

→少人数なのでアットホームな雰囲気で、密度濃くみんなと仲良くなれる。先生も優しい方素敵な方ば

かり。 

Q. 語科の好きなところは？ 

→みんな明るくて優しくて賑やかでとにかく仲が良いところ。 

Q. 専攻語で一言！ 

→ Magpahinga muna tayo. (とりあえず休憩しましょう。） 

【受験生へのメッセージ】 

受験勉強頑張ってください！よく寝てよく食べてよく勉強してください！フィリピン語科でお待ちして

ます！ 

ラク   ムズ 

ラク   ムズ 



 

 

 

タイ語科 

専攻語の授業の難易度 ★★★☆☆ 

                      進度 ★★☆☆☆ 

                     課題の量 ★★★☆☆ 

語科の規模＝小語科 人数：15~19 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→列強の植民地になったことない東南アジア唯一の国であり、独自性に惹かれたから。 

タイのドラマが映画好きだから。タイ文字や発音が可愛いから。親日国家であるから。 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→東南アジアの中でも発展している、料理が独特だけど美味しい 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→みんな仲良し！ 

Q. 語科の好きなところは？ 

→先生が優しい、少人数でアットホーム 

Q. 専攻語で一言！ 

→ ขอใหโ้ชคด！ี (頑張って！) 

【受験生へのメッセージ】 

頑張って～！ 

 

 

 

ラオス語科 

専攻語の授業の難易度 ★★★☆☆ 

                      進度 ★★★☆☆ 

                     課題の量 ★★★★☆ 

語科の規模＝小語科 人数：10 人未満 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→外大でしか学べない言語をやってみたいと思ったから。 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→まだ行ったことはないのですが、穏やかで自然豊かな良い国だと思います！  

Q. 語科の雰囲気は？ 

→少人数なのでとてもアットホームで落ち着いて授業を受けられます！皆優しくて楽しいです！ 

Q. 語科の好きなところは？ 

→みんな個性豊かでありながらも優しいところ！また、先生も穏やかなところ！  

Q. 専攻語で一言！ 

→ ພະຍາຍາມເດີ！（頑張れ！） 

【受験生へのメッセージ】 

受験生活大変だとは思いますが、周りに乱されず自分のペースで頑張ってください！ 

 

 

ラク   ムズ 

ラク   ムズ 



 

 

 

ベトナム語科 

専攻語の授業の難易度 ★★☆☆☆ 

                      進度 ★★☆☆☆ 

                     課題の量 ★☆☆☆☆ 

語科の規模＝小語科 人数：10~14 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→ベトナムが好きだから 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→中国の文化とインドの文化と独自の文化が混ざり合っている。 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→みんなとても仲良し 

Q. 語科の好きなところは？ 

→少人数だから一緒に出かけたりできるところ 

Q. 専攻語で一言！ 

→ Đừng bỏ cuộc‼︎（諦めないで！） 

【受験生へのメッセージ】 

辛いことも少なくないと思いますが、全て終わって全部笑い話にしてやるという気概で頑張ってください。 

 

 

カンボジア語科 

専攻語の授業の難易度 ★★★☆☆ 

                      進度 ★★★★★ 

                     課題の量 ★★★★☆ 

語科の規模＝小語科 人数：10~14 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→教育分野に興味があってカンボジアは今、教育分野で注目されてるから！！ 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→国民の大多数が仏教徒で、みんな温かく接してくれます！本当に人が素敵！ 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→外大で 1 番アットホームですね。空きコマ中に誕生日パーティーをするとか！？ 

Q. 語科の好きなところは？ 

→定期的に授業中に先輩や卒業生が来てアドバイスをしてくれます！！授業の予習で

大変な時も皆で乗り越えるから団結感がすごいです。 

Q. 専攻語で一言！ 

→ យ ើងចូលចិត្តភាសាខ្មែ រ‼︎‼︎(私達はカンボジア語が大好きです‼︎‼︎) 

【受験生へのメッセージ】 

受験期に努力した経験は結果がどうであれ自分の一生の財産になります。常に Trust 

your process の精神で前を向いてファイト！！！  

 

ラク   ムズ 

ラク   ムズ 



 

 

ビルマ語科 

専攻語の授業の難易度 ★★★☆☆ 

                      進度 ★★★★☆ 

                     課題の量 ★★☆☆☆ 

語科の規模＝小語科 人数：10～14 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→料理がおいしそうだったからです！／ミャンマーに在住経験があり、現地の友達もいるため、縁があると思い選んだ。 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→東南アジアの最西部に位置し、現在、クーデターが起きています。／仏教が盛ん。高温多湿。現在は軍事クーデター

の影響で渡航できず残念。 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→和気あいあいとしています。小規模だからこそ団結していると思います！／少人数ですが落ち着いた人もエネルギッ

シュな人も混在していて楽しいです！ 

Q. 語科の好きなところは？ 

→サイチョートゥン先生はじめ、先生方がやさしく、面白いところです。／三人の教授陣が個性的で面白い。 

Q. 専攻語で一言！ 

→ က   ြိုးစ ြိုးပါ（チョーザーバー、がんばれ！） 

【受験生へのメッセージ】 

悔いのないように、全力を出し来てください！ がんばれ！！／外大は自由で楽しい場所なので、自分のペースで、諦

めずに頑張ってください！ 

 

 

ウルドゥー語科 

専攻語の授業の難易度 ★★☆☆☆ 

                      進度 ★☆☆☆☆ 

                     課題の量 ★☆☆☆☆ 

語科の規模＝小語科 人数：15～19 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→パキスタンやインドに元々興味があったから。 ウルドゥー語は話し言葉としてはヒンディー語とほぼ同じである

ため、話者人口は世界第 3 位で、しかも習得が難しい言語ではないため、コスパがいいから。 アラビア文字を使っ

ているため、ウルドゥー語を学べば少なくともアラビア語を読むことはできるようになるから。 

Q. 専攻地域の特徴は？→言語によって先生の厳しさの差が激しい 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→少人数の語科なのでアットホーム感があり、必然的にみんなと仲良くなれる雰囲気がある。授業中はみんなが発

言できる雰囲気がある。そしてみんな明るくワイワイしてます！ 

Q. 語科の好きなところは？ 

→ウルドゥー語科は先輩も同期も先生も優しく親しみを持てるとみんなが同意して言えるところ。授業も所々、パ

キスタンに関する雑談を入れてくれて面白い！！ 

Q. 専攻語で一言！→ ズィンダーバード ز ندہ  باد (頑張ってね！) 

【受験生へのメッセージ】 

今は勉強ばかりで辛いかもしれないけど、外大に入ったら語科の友達と仲良くなって、たくさんの楽しい思い出を

作って充実した日々を過ごせるので受験勉強頑張ってください！！私は共通テスト D 判定でしたが二次逆転で合格

できました！最後まで諦めないでください！ 

ラク   ムズ 

ラク   ムズ 



 

 

 

ヒンディー語科 

専攻語の授業の難易度 ★★★★★ 

                      進度 ★★★★★ 

                     課題の量 ★★★★☆ 

語科の規模＝小語科 人数：15～19 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→YouTube でインドの屋台の動画を見るのが好きで、インドに興味を持ったから。 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→とにかく人口が多く、気温が高いこと。 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→基本的に皆優しく、アットホームな雰囲気で、面白い人が沢山います。ですが、やるときは真面目に

やる語科です。 

Q. 語科の好きなところは？ 

→ヒンディー語の授業は本当に大変なのですが、語科内で分からないことがあったときにお互いに教え

あって協力して授業を乗り越えているところ。 

Q. 専攻語で一言！ 

→ आल इज़ वेल! (きっとうまくいく！) 

【受験生へのメッセージ】 

自分を信じて、最後まで諦めず頑張ってください！！東京外国語大学で待ってます！！  

 

 

ベンガル語科 

専攻語の授業の難易度 ★★★☆☆ 

                      進度 ★★★☆☆ 

                     課題の量 ★★☆☆☆ 

語科の規模＝小語科 人数：10～14 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→南アジア地域の文化とサンスクリット語にも興味があるから。 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→繊維業が盛ん 人口密度が高い！ 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→少人数で平日ほぼ毎日会うため仲良し！ 

Q. 語科の好きなところは？ 

→ユニークな人が多い！ 

Q. 専攻語で一言！ 

→ বাাংলাদেদের অক্ষর কচঠিন না ！ (バングラデシュの文字は難しくない！) 

【受験生へのメッセージ】 

他言語を話すより他言語で何を話すかが重要です。 

 

ラク   ムズ 

ラク   ムズ 



 

 

アラビア語科 

専攻語の授業の難易度 ★★★★★ 

                      進度 ★★★★★ 

                     課題の量 ★★★★★ 

語科の規模＝中語科 人数：30～34 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→中東地域に興味があり、その地域の専攻語であるアラビア語を身につければより深い中東について学べると思っ

たから。 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→「鬼のアラ科」と言われるように、授業の進度がとても早く、日々授業についていくので精一杯ですが、先生方

は青山先生を筆頭にとってもユニークでおもしろいです。ネイティブの先生は外大一イケメンと言っても過言では

ありません！ 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→男女比は 4:6 くらいです。自由な雰囲気で、話しやすい人が多く、お互いに分からないところは助け合いながら

頑張ってます。30 人程と中語科ですが、気の合う人は必ず見つけられると思います！ 

Q. 語科の好きなところは？ 

→みんなで仲良く飯行ったり、共同研究室で楽しく喋ったり先生とも仲良いところ。先生がおもしろい。ネイティ

ブの先生がイケメン♡暇な時にネイティブの先生の教室を訪ねるとシリア風のお茶とお菓子を用意してくれて、とて

も美味しかったです！ 

Q. 専攻語で一言！→   أهل  وسهل! (ようこそ) 

【受験生へのメッセージ】 

アラビア語科の先生はみんな優しいし、課題は致死量だけどクラスの人数もちょうど良くてめっちゃ仲良くなれる

し最高なのでぜひアラビア語科へお越しください！終わりはいつかやってくる！時には休憩も大切です。メリハリ

をつけて勉強をすればきっと目標に近づけると思います！頑張れ！！ 

 

ペルシア語科 

専攻語の授業の難易度 ★★★★☆ 

                      進度 ★★★★☆ 

                     課題の量 ★★★☆☆ 

語科の規模＝小語科 人数：10～14 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→中東地域の歴史に特に興味がある 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→ええっ、こんなことしていいの！？というおおらかな雰囲気がある。豊かな世界という雰囲気。 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→小語科ではあるけれどみんな仲がよく先輩後輩同士の交流も盛ん。 

Q. 語科の好きなところは？ 

→不思議で面白い人が多いところ。会話がいい意味でおよそ大学生じゃない。 

Q. 専攻語で一言！ 

 (！お会いできてとてもうれしいです）!دیدن  شما  خیلی  خوشحالم  از →

【受験生へのメッセージ】 

必ず仲間に出会える。最後まで諦めるな。 

ラク   ムズ 

ラク   ムズ 



 

 

 

トルコ語科 

専攻語の授業の難易度 ★★★☆☆ 

                      進度 ★★★★☆ 

                     課題の量 ★★☆☆☆ 

語科の規模＝小語科 人数：10～14 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→小語科を希望していて、トルコに旅行で行ったことがあったから。 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→歴史ある地で他にはないエキゾチックな魅力がたくさんあります！ 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→男女関係なく仲が良くて雰囲気はとても良い！ 

Q. 語科の好きなところは？ 

→トルコ、中東関係に限らず興味のあることを共有できるところ！ 

Q. 専攻語で一言！ 

→ Aferin!!(素晴らしい!) 

【受験生へのメッセージ】 

今を乗り越えたらきっと素敵な仲間と出会えます！心から応援しています。  

 

 

 

英語科（アフリカ地域） 

専攻語の授業の難易度 ★★★☆☆ 

                      進度 ★★★☆☆ 

                     課題の量 ★★★☆☆ 

語科の規模＝小語科 人数：15～19 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→主専は英語です。授業の組み方次第で幅広く学習できます。アフリカに関しても、自分の関心の強い

分野から学ぶことができると思います。 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→小語科なだけあって、みんなで仲良し！！ 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→小語科なだけあって、みんなで仲良し！！ 

Q. 語科の好きなところは？ 

→みんな芯がしっかりしていて、大学生活を楽しみながらもお互いに高め合えるところ  

Q. 専攻語で一言！ 

→ Nakutakia mafanikio ‼︎（君の成功を願っているよ！） 

【受験生へのメッセージ】 

自分 1 人では対処できない不安を感じることもあるかもしれません。心身の健康第一で勉強してくださ

い、応援しています！！！ 

 

 

ラク   ムズ 

ラク   ムズ 



 

 

英語科（オセアニア地域） 

専攻語の授業の難易度 ★★★★☆ 

                      進度 ★★★☆☆ 

                     課題の量 ★★★★☆ 

語科の規模＝小語科 人数：10～14 人 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→ニュージーランドに留学経験があり、オセアニア地域における先住民について興味があったからです。

専攻言語が英語であることも理由の一つです。 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→海に囲まれた島国で構成されていること。 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→みんな優しくて穏やか！ 

Q. 語科の好きなところは？ 

→人数が少ないためアットホームでみんな仲良し！ 

Q. 専攻語で一言！ 

→ Kia Ora!（こんにちは！) 

【受験生へのメッセージ】 

みなさんの努力が報われることを心から祈っています！外大に入りたいという強い気持ちがあれば絶対

大丈夫です！応援しています、頑張ってください！！ 

 

国際日本学部 

専攻語の授業の難易度 ★★★★☆ 

                      進度 ★★★☆☆ 

                     課題の量 ★★☆☆☆ 

語科の規模＝大語科 人数：70 人以上 

Q. なぜその語科を選んだのか？ 

→日本の外交について学びたいから。 

Q. 専攻地域の特徴は？ 

→留学生と一緒に学べること！日本について英語で学べる。 

Q. 語科の雰囲気は？ 

→人数が多いので明るい人もいれば静かな人いるし日本人も留学生もいるダイバーシティ溢れる自由な

学部です。小さな globalsociety って感じ！ 

Q. 語科の好きなところは？ 

→他の語科より GLIP の授業が多く、コラボレーションなどの授業がある分、友人も沢山できる！留学生

との関わりが多い分、自分の視野を広げることが出来る！日本好きにとってはとっても楽しい授業が多

い！ ※GLIP とは：グローバル化が進む現代の国際社会で必要とされる職業人を育成するためのグローバル人材育成プログラ

ム（Global Linkage Initiative Program）。「英語力を磨く科目」と「英語による科目」があります！ 

Q. 専攻語で一言！→ なるようになる。 

【受験生へのメッセージ】 

最後まで諦めなければ報われる！国際日本学部で待ってます！Do your best！ 

 

ラク   ムズ 

ラク   ムズ 



 

 
 

 

 

学部紹介～言語文化学部編～ 

   

言語文化学部 School of Language and Culture Studies 

     

    【特徴】 

   4年間を通じて世界の様々な言語・文化について深く学習し、その中でも専攻言語や英語、 

その他の外国語も多様に組み合わせて高いレベルで言語を習得することを目標としています 

 

   【具体的な 4年間の学び】 

   1年生： 

   ・専攻言語の基礎(文字・初級文法など)を学びます 

   ・専攻地域の歴史や経済、特色などについて学びます 

   ・学部での学びのスタートとなる導入科目を履修します(例：27言語リレー講義など) 

   

   2年生： 

   ・専攻言語の中級内容を学習します(専攻言語で書かれたニュース記事の翻訳など) 

   ・導入科目の内容を発展させた概論科目を履修します(例：通訳概論など) 

   ・3年春から所属するゼミを選びます(地域コース・超域コースの中から選択) 

  ＊地域コース：北アメリカ、東アジアなどの特定の地域の言語・文化について詳しく学べます 

超域コース：言語学、通訳・翻訳、文学など地域を超えた研究を行えます 

 

   3年生： 

   ・専攻言語の上級内容を学習します(専攻言語で書かれた論文の翻訳など) 

・所属ゼミでより専門性の高い内容を学びます 

   ・高度な内容を含む専門科目を履修します 

 

   4年生： 

   ・所属ゼミで卒業研究(卒業論文または卒業制作の作成)を行います 

 

    

【筆者が思う言文の特色✎】 

    

言語・文化をより詳しく学べる！！ 

 

   外大では外国語を専門的に学習でき、グローバルに通用する語学力を身につけることができます。 

その中でも言語文化学部では特に言語・文化についてより深く学ぶことができます。 

言語文化学部で開講される導入科目や概論科目、専門科目そしてゼミは言語や文化に関する 

内容に特化したものが多く、世界の言語・文化を詳しく勉強したい！という方におすすめの学部です！ 



 

 
 

 

 

 

国際社会学部

   

What is 国際社会学部 

国際社会学部（略して国社）は、 

専攻地域と専攻言語を基本単位として、 

政治・経済・社会など社会科学系の分野につい学ぶ学部です 

 

 

 

 

 

What you will study in 国際社会学部 

 

国際社会学部には、 

13 の専攻地域と、 

学問分野ごとに分かれた 3 つのコースがあります 

 

≪専攻地域≫ 

国際社会学部には、13 の専攻地域があり、 

ほぼ全世界をカバーしています 

 

≪専攻コース≫ 

地域社会研究コース：特定の地域の社会について研究する 

例)北西ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究／北ｱﾒﾘｶ地域研究 etc. 

現代世界論コース：社会の現象や構造について研究する 

例)社会学／ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ／環境保全論 etc. 

国際関係コース：国際的に政治や経済について研究する 

例)国際政治論／国際法／経済学／国際協力論 etc.

 

Years you spend in 国際社会学部 

 

1 年 ・導入科目の履修：国際社会学部の 3 コースにて研究する分野についてその基礎を学びます 

・世界教養プログラムの履修：専攻言語科目、教養科目、GLIP 英語科目など 

2 年 ・概論科目の履修：国際社会学部の 3 コースにて研究する分野の概要を学びます 

・世界教養プログラムの履修：専攻言語科目、教養科目、GLIP 英語科目、諸地域言語科目など 

・進級後のコースと指導教員の希望届の提出（春学期末）：これをもとに秋学期に所属するコースとゼミが決まります 

・専門科目の一部（講義科目）の履修：講義を通じて専門的な知識を身につけることができます 

3 年 ・ゼミ（専門演習）の履修：指導教員のもとで専門的な研究を行います 

・ほかの概要科目や専門科目：指導教員と相談しながら履修します 

・長期留学に行く人も多いです 

4 年 

 

・卒業研究の論文・研究の執筆・作成 

・ほかの授業の履修：卒業に必要な単位を取り切ります 

 

  More Information about 国際社会学部 

  
国際社会学部ホームページ：http://www.tufs.ac.jp/education/ia/index.html 

 2022 年度学部案内：http://www.tufs.ac.jp/abouttufs/pr/pr-brochures/backnumber.html 

 2022 年度履修案内：http://www.tufs.ac.jp/documents/education/ia/outline/example/ia_rishu_2022.pdf 

 2022 年度版国際社会学部の歩き方：http://www.tufs.ac.jp/education/ia/outline/example/ 

対して、言語文化学部（略して言文）は、 

専攻言語と専攻地域を基本単位として、 

言語・文化・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝなど人文科学系の分野について学ぶ学部です 

(また、言文にアフリカ地域専攻やオセアニア地域専攻はありません) 

 

http://www.tufs.ac.jp/education/ia/index.html
http://www.tufs.ac.jp/abouttufs/pr/pr-brochures/backnumber.html
http://www.tufs.ac.jp/documents/education/ia/outline/example/ia_rishu_2022.pdf
http://www.tufs.ac.jp/education/ia/outline/example/


 
 

 

 

 

 

国際日本学部ってなに？ 
 

日本を外から見ることができる学部です。日本語はもちろん、日本語教育や日本文化について深く、 

多角的に学ぶことができます。日本が大好きなそこのあなたにおススメの学部です！！！ 

 

 

国際日本学部って何してるの？ 
 

他学部から何をしているのか不思議がられる国際日本学部ですが、言文・国社とは少し違った授業を 

受けています。 

地域基礎や〇〇語入門といった授業はありません。その代わりに、「専門日本語」「日本史入門」 

「日本学基礎」「多文化コラボレーション」といった必修授業があります。  

 

「専門日本語」ではコミュニケーションスキルやライティングスキル、キャリア日本語などから自分の興味 

のある分野を選んで学ぶことができます。また、学部の半数が留学生なので、「日本史入門」「日本学基 

礎」「多文化コラボレーション」などは英語で開講されます。日本のことを英語で学ぶというのは新鮮で 

刺激的です！ 

 

また、多文化コラボレーションでは留学生とグループを組んでプレゼンをしたりするので留学生とも盛ん 

に交流できるのが魅力の一つです！ 

ちなみに一年生のうちはGLIP（英語の授業）が週 5コマ必須なので英語漬けになります！！英語科 

だったっけ？ってくらい英語です！！！！2年生になると少し減るらしいです（おそらく） 

 

 

国際日本学部は実際楽しい？ 
 

とっても楽しいです！日本が好き・言語が好きという学生がほとんどなので同じ感性を持つ人と出 

合うことができます。外大一の大語科（正式には学部ですが）なので活発な人も大人しめな人も色々 

な人が集まっているので一緒にいて居心地がいい人が（きっと）見つかります☆彡 

 

留学生が多いのも魅力の一つです。日本語が流ちょうな学生から勉強中の学生まで様々な学生がい 

ますが、一緒に過ごしていると日本の気づかなかった良さに気づくことができ、いつも教わるこ 

とばかりです！ほかの語科よりも多種多様な学生が学んでいる場なので色々な友達ができて楽しい 

です♪ 

 

授業もとっても楽しいです！筆者は日本文化に興味があって入学しましたが、「専門日本語」の授業 

を通して実は日本語学・日本語教育学にも関心があったのだということに気が付きました！！ 

 

 

 
 

 

 

国際日本学部 



 
 

 

 

合格体験記〜日本史編〜 
  

特徴 
  ・外大の日本史入試問題は一問一答(1 問 5 点/合計 70 点)/論述(400 字/20 点

100 字/10 点、合計 30 点)の計 100 点 

  ・近代思想史がよく出る 

→出題範囲は織豊政権〜現代(戦後史含む) 

  ・論述を課している他大学と問題傾向があまり似ていない 

 

 

  攻略する上でのポイント〜一問一答〜 
・基本的な歴史的事実、出来事を知ることがとても大切 

  ・いわゆる難関私立大学が問うてくる難問はほぼ出ない 

・日頃の練習から漢字に注意 

   →試験中、思い出せなかったり、急激に不安になったりすることを防ぐ 

 

 

攻略する上でのポイント〜論述〜 
・過去問が少なく、他大学と傾向もあまり似ていない 

→演習をしづらいとは思うが、推敲と添削を同じ問題でも良いので 

繰り返すこと 

   →添削は自力だけでなく、他力にも頼った方が客観性の観点から良い 

  ・筑波大学の入試問題は傾向が似ているので、練習に使うと良い 

  ・おすすめは、一問一答→短文論述→長文論述の順で解くこと 

   →できるだけ長文論述に時間をかけたい 

 

 

最後に 
・共通テストの配点も高いので、二次試験だけではなく、共通テスト対策をお

ろそかにしないように 



 
 

 

・日頃の共通テスト対策が二次試験にも活きる 

・用語を覚えるよりも何があったか知ることをまずは優先 

・枠組みや土台を固めてから、そこに用語のピースを埋め込んでいくイメージ 

 



 

 
 

 

 

 

 合格体験記（一般入試世界史選択編） 

           合格までの道のりは意外と近い！ 

       一つの方法として自分のやり方を紹介させていただきます！！ 

 
✔英語 

外大入試最難関はリスニング要約！みんなこれに悩まされちゃうんです… 

でも入試点数の多くこれに占められているので手は抜けない！ 

ここに近道は残念ながらありません、tedtalkや youtube、過去問等で 

毎日耳を慣らしましょう！ 

耳を慣らすったって何すればいいかわからない！って方もいるでしょう。 

自分が実践していたのはリスニングの要約の前段階として、流れてきた 

音声をすべて自力で文字起こしすることです！ 

ついでにがむしゃらに(←これ大事です)本文暗記することも意外 

と有効！ 
 

✔世界史 

世界史は共通テストでも記述問題でもとにかく流れをつかむことが大事 

です！教科書の理解を確実にしましょう。知識が固まったら記述問題に 

挑戦！この時、先生などに添削してもらうことが客観的な欠点の理解に効 

果を発揮します！ 

自分は、外大の過去問の数にも限りがあったので、筑波大学や一橋大学 

など同系統他大学の記述問題を解いていました。 

 

  ✔共通テスト 

 受験第一の関門共通テスト！！徹底した基礎、スピードや正確性が高得

点のカギとなります！焦らず集中して素早く正確に解くことを日ごろの勉強

から念頭に置きましょう！共通テストの過去問だけではなくセンター試験の

問題を解いてもいいかもしれません！ 

 

 

  皆さんの頑張りはいつか結果に反映されるはず！今までの自分の 
勉強を信じて、そしてこれからの勉強も頑張ってください！！！ 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

～推薦入試合格体験記～ 

Interviewee:言語文化学部朝鮮語科 

① やっておいてよかったことは何ですか？ 

他人とは違う自分だけのアピールポイント(専攻言語に関係あるもの)があると強いです！推薦を

受ける人は皆成績が良いし英語ができるのは最低条件なので、それ以外が望ましいです。私の場合、

韓国語を独学でやっており資格も持っていたのでその点をアピールしました！ 

② どのように対策していましたか？また、ポイントを教えてください！ 

＊小論文＊ 

 異文化理解・多文化共生についての他大学の過去問を 1日 1個書きました。対策は 9月から始め

ました。とにかく量をこなして形式に慣れることと、書籍で知識を広げることが重要です。 

＊志望理由書＊ 

  自分がアドミッションポリシーに合う人間だということを具体例を交えて書きます。また、オーキャ

ンなどに参加して外大を目指すきっかけとなったこと(教授の言葉など)や、具体的にどの教授のゼ

ミで何を研究したいのかなど、外大でないといけない理由を明記するのがポイントです。 

＊活動報告書＊ 

 当たり前ですが、ただ高校時代に頑張ったことではなく、志望先に合ったことを書きます。また、活

動内容とそこから学んだことだけでなく、外大での学びに繋げることが大事です。例えば、この活動

を通して〇〇への関心が増したので外大の△△という講義で深めていきたい、とか。 

＊面接＊ 

 当日は聞かれたことに対してまず結論を言ってから理由を言うことを意識しましょう！面接官は 3

人ですが、質問してきた人の目を見て話すのがポイントです。対策は 9月から始めて、面接専用のノ

ートを作り、予想される質問とそれに対する回答をまとめていました。社会的な出来事への知識や考

え方ではなく自分自身のこと(高校時代と大学での計画)を聞かれるので、そこを重点的に練りまし

ょう！ 

③ 当日の思い出を教えてください！ 

とにかく緊張しました。私の場合、試験監督が学部長だったので更に緊張しました！周りは対策用

ノートを見返していましたが、私はリラックスすることを優先し大好きな先生からの手紙を読んでい

ました。(笑)小論文は時間内に書き終えた者勝ちです。また、小論文で上手くいかなくても面接で巻

き返せますし、面接官の教授は驚くほど優しかったので試験自体は楽しかった記憶があります。 

④ 推薦入試において、大切だと思うことは何ですか？ 

まずは、日頃から関心のある分野を進んで研究することです。そしてそれを裏付ける資格を取ると

受験だけでなく将来的にも役立ちます。次に、常に周りへの感謝を忘れないことです。特に先生方は

受験期の忙しい時期に時間をとって対策をして下さいます。周りに感謝する気持ちは、面接でも面接

官に自然と伝わると思います。 

 

     他にも 6名のインタビューの回答をこちらのサイトで見れます！→ 

                          ぜひチェックしてみてください！ 

(言語文化学部１人・国際社会学部 2人・国際日本学部 3人) 



 

 
 

 

 

 

受験案内（英語スピーキングテスト） 

 
    昨年度から全学部で学部一般入試前期日程の英語スピーキングテストが実施される

ようになりました。その実態や、合格した先輩達からのアドバイスをお伝えします！ 

 

Q.そもそもスピーキングテストとは…？ 

   タブレットとヘッドセットを用いて、制限時間内に英語で様々な質問に答える試験 

です。昨年度は 1番最初の科目でした。 

 ※入試要項は変更となる可能性があります。 

最新の情報は必ず大学 HPで確認してください。 

 

Q.昨年度の試験はどのように行われたの…？ 

   テストの時間が始まると、タブレットやヘッドセットを配布され、受験生は試験監督の 

指示に従って操作を行います。操作に関して不明な点があれば教えていただけます。 

音量確認など、一つ一つの操作をしっかり行いましょう！ 

 

Q.スピーキングテストの対策方法は…？ 

   先輩の勉強度合いは大体 3パターンに分かれていました。 

①、②が大半を占めていました。 

①長期間にわたってコツコツ勉強する 

②共通テストが終わってから対策し始めた 

③全く勉強していない 

 

〈具体的な対策方法〉 

・大学HPに掲載されている問題を解いたり、ブリティッシュカウンシルのHPや YouTube

を確認する 

(詳しくは http://www.tufs.ac.jp/NEWS/admission/211227_1.html) 

・英検のイラストを説明する問題や、個人の考えに関する問題を解く 

・英語で考え事をする 

・英会話教室に通う 

・友達と英語で話す 

・BBCの 6minutes English や TED、海外ドラマを見て生きた英語を学ぶ 

 

帰国子女でなくても、留学経験がなくても、対策をすることで合格に近づきます。 

試験中、隣の人がどんなに流暢に話していたとしても、焦らず自分のペースで話す 

ことがコツです！受験生の皆さんが実力を発揮できることを祈っています:) 

 

http://www.tufs.ac.jp/NEWS/admission/211227_1.html


 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 外大生のスケジュール（実家暮らし編） 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

 

～5：00 

 

睡眠 

 

 

睡眠 

 

睡眠 

 

睡眠 

 

 

睡眠 

 

睡眠 

 

 

睡眠 

  

6：00 

 

起床 

 

 

起床 

 

起床 

 

起床 

身支度とか 

 

 

起床 

 

 

起床 

 

起床 

  

7：00 

 

身支度とか 

 

身支度とか 

 

身支度とか 

 

登校 

 

身支度とか 

 

    

基本一日 

自由 

 

 

 

基本一日 

自由 

  

8：00 

 

オンライン 

授業 

 

 

登校 

 

 

 

 

 

 

オンライン 

授業 

 

 

 

 

 

 

 

授業 

 

登校 

  

9：00 

 

 

 

 

 

 

 

自由時間 

 

〃 

  
10:00 

 

 

授業 

 

 

 

授業 

  
11:00 

 

〃 

 

12:00 

 

お昼 

 

お昼 

 

お昼 

 

お昼 

 

13:00 

 

 

 

 

 

授業 

 

 

 

 

オンライン 

授業 

 

 

 

授業 

 

授業 

 

14:00 

 

 

登校 

 

 

 

〃 

 

15:00 

 

 

 

自由時間 

 

 

 

自由時間 

 

 

 

〃 

 

16:00 

 

 

授業 

 

 

〃 

 
17:00 

 

帰宅 

 

帰宅 



 

 
 

 

 

 

  

  ・言語文化学部 一年 英語科 

  ・サークル：TuCoS ジャズ研 軽音 料理 銭湯 

  ・大学までの所要時間：1時間半 

  ・バイト：これを書いている時点ではやってない 

 ＊自由時間となっているところは、半分くらいは課題の消化に持ってかれます。

課題の多さによって自由時間の自由度は本当に激しく変動します。丸一日暇な

ときもあれば、一日課題をやり続ける時もあります 

＊サークルが多いと大変ですが、その分多くの仲間たちと楽しく活動ができます。 

＊バイトやってない人も意外と多いです（6/18現在） 

 

 

18:00 

 
 
 
 

サークル 

 

 

帰宅 

 

 
自由時間 

 

オンライン 

授業 

 

部会 

 

 

基本一日 

自由 

 

基本一日 

自由 

 

19:00 

 

晩御飯 

お風呂 

 

 

晩御飯 

お風呂 

 

 

 

サークル 

 

 

 

晩御飯 

お風呂 

 

20:00 

 

 

 

 

自由時間 

 

 

 

 

 

 

自由時間 

 

 

 

 

 

自由時間 

 

 

 
21:00 

 

帰宅 

 

帰宅 

 

22:00 

 

晩御飯 

お風呂 

 

 

晩御飯 

お風呂 

 

晩御飯 

お風呂 

 

 

晩御飯 

お風呂 

 
23:00 

 

就寝 

 

就寝 

 

就寝 

 

就寝 

 

就寝 

 

就寝 

 

 

就寝 



 

 
 

 

 

●新入生インタビュー●  

各学部の新入生の皆さんにインタビューを行い、入学して間もないフレッシュな声を集めました！ 

  

 ↑入りきらなかった全回答はこちらから！ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 名前・出身・部活サークル 

学部・語科・地域 

①東京外国語大学を選んだ理由 

②入学してからの思い出 

③入学してから大変なこと 

④今一番頑張っていること 

⑤一番好きな授業 

⑥好きな学食メニュー 

⑦自分の学部・語科・地域あるある 

⑧今後の学校生活でやってみたいこと 

⑨外大自慢！好きなところ 

⑩新入生に一言！ 

 S.T くん・東京都・外実/TuCoS 

言語文化学部・ロシア語科 

①海外の文化に触れることの楽しさ、授業料 

②ボート大会 

③専攻の学習、今だからこそ学ぶべき！ 

④TuCoS の活動/プライド月間 

⑤マルチスポーツ（体育） 

⑥釜玉そば 

⑦ロシア人に憧れがち 

⑧アプリ開発 

⑨校舎が綺麗、CMにも使われる 

⑩外大は楽しい！やりたいことが見つかる！ 

 S.K さん・宮崎県・Quattro 

言語文化学部・中国語科 

①言語やその地域を詳しく知りたかった 

②特になし 

③小テスト・履修組み 

④課題期限を守ること、自己管理 

⑤地域基礎・東アジア・中国 

⑥食べたことないので食べてみたい！ 

⑦Kくんという面白い男の子がいる！ 

⑧外語祭 

⑨外国の方とたくさん関われること 

⑩課題が大変だけど、助け合って頑張ろう！ 

  A.M くん・埼玉県・吹奏楽団/Lines 

言語文化学部・ドイツ語科 

①言語が好きだった、直感 

②ボート大会 

③通学・課題 

④ドイツ語の学習・部活 

⑤主専の授業 

⑥オムハヤシ 

⑦ドイツ語の響きがいい、トビタくん所持率高 

⑧カラオケ行きまくる、同語科ディズニー 

⑨とにかく言語やるならここでしょ！ 

⑩課題大変だけど、気楽に行きましょう！ 

 

 

 S.I さん・静岡県・Souls/Clears 

言語文化学部・中国語科 

①トップレベルの言語を学べる大学 

②GWの帰省、ホームシックに・・・。 

③一人暮らしと勉強の両立 

④節約、先月より出費を抑えられるように！ 

⑤中国語 会話 

⑥おろし唐揚げ 

⑦ネイティブの先生はっきり言いがち。漢字使うの面

倒くさくなる。発音したくなる。 

⑧友達と旅行やお泊まり 

⑨みんなが真面目！モチベが上がる！ 

⑩みなさんからいつも刺激をもらっています！ありが

とう！！ 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M.S さん・神奈川県・横浜国立大学スト

リートダンスサークル/R3ude 

国際日本学部 

①日本と他国の関係に興味があった、留学生との交流 

②新しいコミュニティでの出会い！ 

③課題の量、通学 

④サークルとスクールでのダンス 

⑤萩尾生先生「『多文化共生』の批判的理解のために」 

⑥いももち 

⑦GRIP 多くて課題に追われがち・・・ 

⑧国日生と仲良くなりたい、BBQしたい！ 

⑨真面目・可愛い人が多い 

⑩友達たくさん欲しいので仲良くしてください！ 

 Y.E さん・東京都・スペイン舞/カタック

ダンス/裏千家茶道/ハリーポッター研 

国際社会学部・ドイツ語科・中央ヨーロッパ 

①元々学びたいことがあった、外大でしかできない！ 

②ボート大会 

③語科系科目の終わりの見えない課題 

④課題、部活、バイトを毎週やり切ること 

⑤梁英聖先生「レイシズム・スタディーズ」 

⑥かぼちゃサラダ 

⑦みんな真面目、アットホーム 

⑧片腕 pc、片手コーヒー、サングラスでキャンパスを

颯爽と歩きたい 

⑨水曜が全オンラインなこと 

⑩外大ライフを自分らしく全うしていこう！ 

 R.T くん・香川県・LETS/MPJ/ESS/他

大バレーボール 

国際社会学部・タイ語科・東南アジア 

①言語好きだったこと、田舎だけど東京にある 

②ボート大会のはずが BBQ 

③サークル・専攻の学習、ALH… 

④英語とタイ語の学習 

⑤ことばの世界を知る 

⑥鮭丼 

⑦小語科で発言が多い、ゆるい 

⑧語科で料理を練習して外語祭！バイト 

⑨キャンパスが一つ、少人数、多くの人と仲良くなれる 

⑩よろしくお願いしまーす！ 

 

 R.M くん・神奈川県・男子サッカー部 

国際日本学部 

①将来国際社会で活躍したいから 

②ボート大会に落選したこと 

③登下校 

④部活と勉強の両立 

⑤第二言語習得 

⑥豚しゃぶ胡麻だれ和えサラダ 

⑦留学生が多い 

⑧恋愛 

⑨女子が多いこと 

⑩よく頑張りました！ 

 S.K さん・韓国・写真部 

国際日本学部 

①英語の授業が多く留学生と授業ができる 

②初めて学校に来た日 

③一人暮らしをしながら授業を受けること 

④英語の学習 

⑤キャリア日本語 

⑥うどん 

⑦留学生が多くて多様な価値観を知れる 

⑧外語祭 

⑨真面目、いろんな文化を楽しめる 

⑩4年間よろしくお願いします！ 

 H.N くん・東京都・外実/ジャズ研/アコ

ースティック/ブラ研/Waffles 

国際社会学部・フランス語科・西南ヨーロッパ 

①家から近い国公立、海外が好き 

②全休で北海道、語科男子でディズニー！ 

③課題、人間関係 

④バイト・単位を取ること 

⑤ラケットスポーツ（体育） 

⑥鮭丼 

⑦国旗がおしゃれ、アルファベットがあったらフラン

ス語で読んでみる、ネイティブの先生がイケメン！ 

⑧海外旅行、スカイダイビング、いろんなバイト 

⑨校舎が綺麗、グローバルさは負けない！ 

⑩みんなと一回は話してみたいです！ 



 

 
 

 

 2022年度入学 新入生アンケート 

 

① A: 関東 B: 中部・近畿 Ｃ：中国・九州・四国 

      D: 北海道・東北 E: 国外            ② A: 府中市内 B: 大学の寮 Ｃ：府中市内 Ｄ： 都内 

  

                                                               

 

  

 

 

 

 

      

                              

 

                            ④ A: 実家暮らし B: シェアハウス C: 一人暮らし  

②  A: 約 2時間 B: 2時間以上 C: 15分以内  

  D: 約 30分 E: 約 45分 F: 約１時間 E: 約１時間半 

 

⑥ A: 学校推薦 B: 帰国生推薦 

C: 一般入試・前期 Ｄ：一般入試・後期 

 

 

 

 

⑤ A: 電車 B:バス C: 徒歩 Ｄ：自転車  

 



 

 
 

 

 

① 出身地 

② 今住んでいるところ 

③ 通学時間 

④ 一人暮らし？実家暮らし？ 

⑤ 通学手段 

⑥ 受験時の選抜 

⑦ 対面授業の割合 

⑧ 部活・サークルの所属数 

⑨ バイトしてる？していない？ 

⑩ 海外経験の有無 

⑪ 恋人の有無♡ 

⑫ 恋の相手＝外大生？ 

⑦ 

A. オンライン授業が多い（80:20） 

B. 対面授業が多い（20:80） 

C. どちらも半分ずつ（50:50） 

⑧ 

A. 3つ 

B. 4つ 

C. 5つ 

D. 入っていない 

E. 1つ 

F. 2つ 

⑨ 

A. していない 

B. している 
⑩ 

A. なし 

B. 旅行 

C. 留学 

D. 滞在 

⑪ 

A. 気になる人はいる 

B. 好きな人はいる 

C. 秘密 

D. います 

E. いない 

⑫ 

A. 秘密 

B. はい 

C. いいえ 



 

 
 

 

 部活・サークル紹介 

体育系サークル 46団体、文化系サークル 41団体の大学公認団体が活動しています。 

民族舞踊、国際交流やボランティアなど、東京外国語大学ならではのサークルも！ 

 

■体育系 

 陸上競技部、アメリカンフットボール部 PHANTOMS、ラグビー部、男子サッカー部、女子サッカー部 

、硬式野球部、軟式野球部、男子硬式テニス部、女子硬式庭球部、ソフトテニス部、男子バスケットボー 

ル部、女子バスケットボール部、男子バレーボール部、女子バレーボール部、バドミントン部、卓球部、 

剣道部、空手道部、柔道部、少林寺拳法部、合気道部、弓道部、フェンシング部、競技ダンス部、スペイ 

ン舞踊部、チアリーディング部 RAMS、ラクロス部、水泳部、フィギュアスケート部、端艇部、東京外国 

語大学ワンダーフォーゲル部、男子フライングディスク部、女子フライングディスク部、フィリピン民族 

舞踊部、ベリーダンス部、ストリートダンス部、クラシックバレエ部 Etoile、東京外国語大学フットサル 

部 TUFSAL、インドネシア舞踊部、朝鮮舞踊部、ポンダンスサークル Amity、サイクリング部、カタッ 

ク同好会、ベトナム舞踊同好会 HOA MAI、K-POP カバーダンスサークル Souls、アルゼンチンタンゴ 

サークル、タイ舞踊部※、タップダンス同好会※、フラチーム Ka Pili Oha※ 

2020年（令和 2年）7月 29日現在 

 

 ■文化系 

 東京外国語大学管弦楽団（オーケストラ部）、古典ギター部、カンテ研究会、サルサ研究会、ピアノサー

クル NOPIA、伯牙会、GMC、東京外国語大学モダンジャズ研究所、ブラジル研究会、ダルマダーツ、

混声合唱団、コール・ソレイユ、ロシア民謡研究会 ルムーク、写真部、美術部、華道部、表千家茶道部、

裏千家茶道倶楽部、かるた会、劇団ダダン、東京外国語大学 英語研究会 (E.S.S.)、映画研究会 TUFS Create、

漫画研究会、文芸部、総合ボランティアサークル Peek A Boo、通訳研究会、模擬国連、アカペラサーク

ル LINES、VACS 声優放送研究会、W-Win、学生団体 Femme Café、国際理解教育ボランティアサーク

ル くらふと、XBULL、TUFS・IYEO 着付けサークル、シリア研究会、劇団 THE わらわ座、アコース

ティックサークル AA、銭湯同好会、TUFPOST、ELAN、Mres(えめれす)、Penda Africa、ロシア語劇

団 コンツェルト※、東京外国語大学 競技麻雀部※、東京外国語大学 日仏学生交流会※、セクマイサ

ークル Pas A Pas※、中学生に学ぶ会※、バルカン研究会※、法律研究サークル丹法会※、アラブ料理研

究会※、東京外大吹奏楽団※、落語・講談研究会※、中央ユーラシア研究会※、学生 NGO ALPHA※、

TUFS Feminism Society※、クイズ研究会※、手話サークル※、天文同好会アストロ ※、アラブ音楽研究

会※、くりふ※、ハングルサラン※、Estudamos Português!※、ロシアサークル リュボーフィ※ 

 2020 年（令和 2 年）11 月 1 日現在 

 「※」印は同好会 



 

 
 

 

 

2年・秋（又は春） 

派遣留学の選考が始まるよ 

基本現地の言語で面接だよ 

日頃の学業成績も大事だよ！！ 

３年・５～7月 

出発に向けた準備💦 

留学先への申請、パスポート、

留学生課への書類、 

保険手続きなどなど 

盛りだくさん！！ 

一人暮らしの人は引っ越しの準

備もあって大忙し 

(;´∀｀) 

3年・夏頃 

いざ出発 

3年秋学期～4年春学期 

現地の生活は慣れないことも 

多いけど、とにかく色んな所に行

って楽しもう(≧◇≦) 

4年・夏頃 

ただいま日本 
帰っても書類とかあるから 

忘れずに 

Q&A 

Q. 派遣留学は３年生じゃないとダメ
なの？ 

A. 学年の制限はないよ👍 

でも大半の人は言語能力と就職の
関係で３年出発で計画してるよ 

Q. ４年生で帰ったら就活とか卒論
とか大丈夫なの？ 

A. 大抵の人は留年するよ(;’∀’) 

留学留年は就活でも外大だと気に
されないから大丈夫！（先輩談） 

留年しなくても頑張ればなんとかな
らないこともないけどくれぐれも計画
的にね 

Q. 専攻語の国の大学にしか行け
ないの？ 

A. 基本的にはどこにでも申し込める
けど、語科によって条件とか選考時
期が異なるから注意！英語圏とか
の大学は英語専攻じゃない人も結
構申し込んでるよ 

Q. 派遣留学じゃないと留学できな
いの？ 

A. 他にも自分で志望先大学に申
し込む休学留学とかもあるよ！ 

Q. 1か月くらいの短期留学とかはな
いの？ 

A. ショートビジットという短期コース
で、夏冬休みに留学できるよ！ショ
ートビジットでは専攻語に関係なく色
んな国、地域に行けるよ！長期留
学の下見としても利用されるよ 

※わからないことがあったら先輩や
留学生課に問い合わせてね 

 
Let’s 

派遣留学 
 

※表は 3 年秋学期から 1 年間留学す

る場合のものです 



 

 
 

 

◆▶▸ TuCoS ◄◀◆ 

 

     さてさて、ところでこの雑誌の編集者「TuCoS」とはいったい何者なのか？？ 

…うっかり気になってしまったあなたのために、ここからは我々TuCoSについて簡単(？)にご紹介！！  

TuCoS:TUFS Co-op Student Committee
 

(東京外国語大学生協学生委員会) 

…東京外国語大学の生協に属する学生員会 ※厳密には大学ではなく生協所属 

 

活動目標…外大生(特に生協組合員)のキャンパスライフを安心・安全で充実したものにする 

＋自分たち自身もその一人として大学生活を楽しむ！！！！ 
 

活動内容…たこすの活動をおおまかに紹介していきます―――↓ 

 

１． 生協による行事やイベントのお手伝い 
…だいたい季節ごとにイベントがあります！外大全体の行事でもかなり活躍してますよ～！ 

 

＼⋱ 大きめの行事を並べるとこんな感じ！たこすの１年間 ⋰／ 

⋱春⋰ 
入学準備説明会 

：入学を控えた新入生(合格生)向けの説明会。(ここ数年はオンラインだけど、いつか対面でもやりたい

…！)上級生に質問・相談する時間もたくさんあるので、気になっていることをどんどん話してみよう ＾ ＾ 

語科別懇談会 

：入学式の後に行われる語科ごとのオリエンテーションにて、語科ごとに上級生ファシリテーターさんを集

め、彼らを通じて生協に関する説明やお知らせをお届けします！大学ではほとんどの人が生協に加入し

ているので、いよいよ始まる大学生活に向けて大事なお話がたくさん！よく聞いておいてね！ 

外大新歓 

：外大に属する部活動・サークルがたくさん参加する新歓ですが、実はたこすが各団体の代表者さんと連

絡を取ったりして新歓をとりまとめています…！ 

他大生協との交流会 

:生協(生活協同組合)とは、実は全国的な組織！主に関東圏の大学の、我々のような生協学生委員会の

人々と交流会をします！運営に関する相談や活動報告をし合い、お互い今後の参考にしていきます～ 

 

⋱夏⋰ 
語科 T コンテスト 

：１年生がボート大会にて語科ごとに作成する“語科 T シャツ”のコンテスト！特に大語科とっては、語科

みんなで参加する最初のイベントです！＾ ＾語科それぞれの色のあるデザインが楽しみ… 

総代会 

：“総代”という語科の代表者たち(＝いわゆる学級委員のような役割)を集め、生協の運営に関する報告・

承認や役員の信任投票を行う大事な会です。生協の役割や仕組みについても改めて知る機会です！ 

プライド月間＊ 

：６月はプライド月間と呼ばれ、「LGBTQ＋の権利の啓発」を目指してフェスをはじめとする様々な運動が

行われているのを知っていますか？外大でも運動の一端を担おうと、たこすもこの時期に合わせてハッチ

ポッチを虹色に飾ったり、ちょっとしたプレゼント企画を行ったりします！ 



 

 
 

 

プライド月間の様子↓→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⋱秋⋰ 
語科パーカーコンテスト 

：外語祭にて１年生が作成する語科パーカーのコンテスト！優勝した語科には何かある…？ 

TUFSハロウィン week＊ 

：「ハロウィンだから、大学に仮装して来ちゃおう～」という提案(願望)から生まれた企画。ハッチポッチが

飾られるのは当然のこと、仮装して合言葉を唱えたらお菓子がもらえる“とりっくおあとりーと企画”や“仮

装フォトコンテスト”が開催されます！！ 

たふわん 

：外語祭の料理店で出された世界の料理から、投票により選ばれたものを期間限定で学食にて提供す

る！という夢のような企画… ＊ちなみに今年の優勝メニューはブラジルの“Pastel(パステル)”↘↘ 

 

                                      ハロウィン 

                                     ←↓ 

 

 

 

 

 

⋱冬⋰ 
推薦生の集い 

：推薦合格生に向けた１足どころか２足くらい早めの大学説明会！上級生とおしゃべりして、新生活準備

についての相談をしたり、大学生活の実際(生の声)を聞いたりできます。推薦生同士で知り合いができる

のもうれしい＾ ＾早く対面開催復活させたいな…(たこすの願い) 

たこす合宿 

：集中部会を兼ねたたこす合宿！部会が終わったら好きなだけ遊んで食べて、休暇を満喫します！ちな

みに今年は夏休み中に実施予定…！楽しみ・・・・・・・(心の声が抑えきれない) 

 

                         ＼ゆきだるま！／ 

 

 
 

キャンパスの雪景色はとっても素敵… 

 

 

 



 

 
 

 

 

⋱特に季節の決まっていないお仕事たち⋰ 
共済ボード作成 

：共済(大学生協によるいわば保険制度)の給付事例を紹介するポスターの作成もしてます！共済の話は

なかなか馴染みがなく難しく感じてしまう人が多いので、少しでも簡単に紹介して、興味を持ってもらお

う！という取り組みです。 

機関誌「虹」の作成 

：まさにあなたが今読んでいるこの雑誌「虹」は、たこすの部員たちが作ったものなんです！ 

コロナウイルス流行の影響でキャンパスに来て手に取ってもらうことが減ってしまったため、ここ最近の何

部かはデジタル版のみの作成にしていましたが…ついに今回！冊子版が復活しました！万歳！！！！ 

＊他には、それぞれの企画・イベントに伴って SNSを通じた広報活動をしたり（広報班）、新たな 

外大グッズを提案・作成したり（店舗班）、、、それぞれの班ごとに役割分担もしてます！ 

▶▶各班についての詳しい紹介は今後の虹にて紹介予定です！！お楽しみに～*＊ 

 

２． 新イベントの企画・運営 
…たこすでは、毎年の恒例行事に加えて、自分たちで立案・企画したイベントも行っています！たこす部

員として企画の立ち上げに参加するもよし、生協組合員や TUFS 生として「ひとことカード＊」やたこすの

SNSを通しイベントの提案・希望を届けるもよし！ 

…これぞ外大生の外大生による外大生のための外大生、TuCoSの本領発揮というところ…!!!! 

…ちなみに、＊マークのついているプライド月間、TUFS ハロウィーン week は２０２１年度、部員の声を採

用して立ち上げられた新企画です！できたてほやほや！ 

…余談ですが、たこす発案のイベントではハッチポッチを乗っ取りがちです…＾ ＾ 
＊ひとことカード 
…学食の入り口付近にある、外大生のための目安箱。大学生活に関する要望や相談、誰かに聞いてほしい話、誰にも言

えないくだらない話など、ぜひ何でも入れてみてくださいね！たこす部員や生協職員さんが定期的にお返事してます＾ ＾ 
 

３．いつもの部会 
  …だいたい１週間に１回、のんびり穏やかにミーティングしています。2022年度は部員が多いので 

木曜日と金曜日に開催し、出られるときに出ましょう、という形にしています＾ ＾ 

生協の方とも連絡を取りつつ、主に季節のイベントに沿って仕事の役割分担を決めたり運営計画を 

立てたりしていて、時間があるときは新企画や今後の活動についての提案・意見も出し合います！ 

雰囲気はサークルと同じような感じで、部会の後は一緒にご飯を食べに行くことも…*＊ 

 

多磨にはカレー屋さんが 

たくさんあるのです…＾ ＾                                委員長お疲れさまでしたの会…！                                      

 

 

 

 

 

 

 
                                      

                        お散歩…？(一応お仕事中！) 

 



 

 
 

 

 

▶▶▶ 結局たこす(TuCoS)とは…？ 

：東京外国語大学の生協に属する学生委員会 

：外大生の素敵なキャンパスライフ実現を目指して日々奮闘中！ 

 

▶▶▶ たこすの推しポイント ※あくまで筆者の個人的な意見です() 

＊立案から企画・運営まで、イベントのすべてに関われる 

＝自分のアイデアがイベントとして形になるのを見届けられる 

      ＊部員がみんな穏やかで平和……… * ＾  ＾ * 
 

▶▶▶ たこすに興味を持ってくれたそこのあなた、、、 

▶ ぜひたこす主催のイベントに参加してみてください！ 
                           ⋰／ たこす一同お待ちしてます！！＼⋱     

▶ SNS (Twitter, Instagram) もチェックしてみてくださいね～ ＾ ＾ 
    ↑更新頑張ってます…！（ｂｙ広報班） 

 
 

           ↓ たこす Twitter 
 

 

 

                                                ＊* 部会終わり ＾ ＾ *＊ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ たこす Instagram 



 
 

 

生協店舗紹介だよ！ 
 

ミール 

学生会館 1Fにある学食。主菜、副菜、丼、

カレー、麺類の他、期間限定のメニュー

が登場することも！平日のお昼は多くの

学生と職員が利用するため長蛇の列

が・･･ 

さぼおる 

学生会館 2Fにある、もう一つの学食。テ

ラス席もあり、ゆったりできる外大生の憩

いの場。基本的にはミールと同じメニュー

だが、たまにさぼおる限定メニューを提供

することも・･･！！ 

ハッチポッチ 

大学会館 1F 入り口付近に生協の購買書籍

部。おにぎり、パン、飲み物、お菓子など

充実した軽食類や文具、書籍、日用品を買

うこともできる！！ 

学食パスがある

と便利でお得！ 

教習所、各種検定、旅行の

申し込みもできちゃう！ 

✩最新の営業時間や情報は東京外国語大学生協 HPまたは、Twitterと

Instagramで@tufscoopをフォローしてご確認ください！ 

組合員証があれば書籍

10%OFF 等の特典が！ 



 

 
 

 

 

東京外国語大学 生協学生委員会 TuCoS 


