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■DM001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／言語・コミュニケーション研究入門 

(Overview of Language and Communication Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山, 小山, 森, 河合, 師岡, 高山, 石川, 川﨑, 高橋, 池田, ハートレー, 武田 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異文化コミュニケーション学部における導入科目であり、言語およびコミュニケーションの研究についての基本的な知識を得るこ

とを目標とする。担当教員がそれぞれの専門分野について入門的な内容を講義することで、異文化コミュニケーション学部でなに

をどのように学ぶのか、履修者が自分で考え判断する機会と材料を提供することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目は輪講形式で行われ、担当教員がコミュニケーション研究、通訳翻訳研究、言語研究、英語教育、日本語教育の分野に

ついて講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：異文化コミュニケーション学部で何を学ぶか 

2. 輪講①（コミュニケーション研究） 

3. 輪講②（コミュニケーション研究） 

4. 輪講③（コミュニケーション研究） 

5. 輪講④（言語研究・英語教育） 

6. 輪講⑤（言語研究・英語教育） 

7. 輪講⑥（言語研究・英語教育） 

8. 輪講⑦（言語研究・英語教育） 

9. 輪講⑧（言語研究・英語教育） 

10. 輪講⑨（日本語教育） 

11. 輪講⑩（日本語教育） 

12. 輪講⑪（通訳翻訳研究） 

13. 輪講⑫（通訳翻訳研究） 

14. まとめ、最終レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の参加および課題(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／言語・コミュニケーション研究入門 

(Overview of Language and Communication Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山, 小山, 灘光, 森, 師岡, 高山, 鳥飼, 高橋, 川﨑, 池田, ハートレー, 松下 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異文化コミュニケーション学部における導入科目であり、言語およびコミュニケーションの研究についての基本的な知識を得るこ

とを目標とする。担当教員がそれぞれの専門分野について入門的な内容を講義することで、異文化コミュニケーション学部でなに

をどのように学ぶのか、履修者が自分で考え判断する機会と材料を提供することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目は輪講形式で行われ、担当教員がコミュニケーション研究、通訳翻訳研究、言語研究、英語教育、日本語教育の分野に

ついて講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：異文化コミュニケーション学部で何を学ぶか 

2. 輪講①（コミュニケーション研究） 

3. 輪講②（コミュニケーション研究） 

4. 輪講③（コミュニケーション研究） 

5. 輪講④（言語研究・英語教育） 

6. 輪講⑤（言語研究・英語教育） 

7. 輪講⑥（言語研究・英語教育） 

8. 輪講⑦（言語研究・英語教育） 

9. 輪講⑧（言語研究・英語教育） 

10. 輪講⑨（日本語教育） 

11. 輪講⑩（日本語教育） 

12. 輪講⑪（通訳翻訳研究） 

13. 輪講⑫（通訳翻訳研究） 

14. まとめ、最終レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の参加および課題(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM003 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／グローバル・スタディーズ研究入門 

(Overview of Global Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
石井, 石坂, 奥野, 黒岩, 新野, 中川, 浜崎, 星野, 細井, カズンズ，イ，小倉 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異文化コミュニケーション学部における導入科目であり、グローバル・スタディーズの研究についての基本的な知識と多元的な視

点を得ることを目標とする。担当教員がそれぞれの専門分野について入門的な内容を講義することで、異文化コミュニケーション

学部で何をどのように学ぶのか、履修者が自ら考え判断する機会と材料を提供することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目は輪講形式で行われ、担当教員が文化、歴史、文学、芸術、文化人類学、国際協力、サステナビリティの分野について講

義を行う。専門分野と研究テーマごとに、多元的かつ多様な方法論に触れることができる。毎回それぞれの講義にもとづく課題が

出され、それに取り組むことによって広い視野と複眼的な思考能力を身につけていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入＆輪講① 

2. 輪講② 

3. 輪講③ 

4. 輪講④ 

5. 輪講⑤ 

6. 輪講⑥ 

7. 輪講⑦ 

8. 輪講⑧ 

9. 輪講⑨ 

10. 輪講⑩ 

11. 輪講⑪ 

12. 輪講⑫ 

13. 輪講⑬ 

14. 最終課題レポート試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業において適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の参加及び課題(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

指定課題の詳細については、各回の担当教員の指示に従うこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業において適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 4 - 

■DM004 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／グローバル・スタディーズ研究入門 

(Overview of Global Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
石井, 石坂, 奥野, 小倉, カプリオ，黒岩, 新野, 細井, 浜崎, 星野, 山口, 佐竹 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異文化コミュニケーション学部における導入科目であり、グローバル・スタディーズの研究についての基本的な知識と多元的な視

点を得ることを目標とする。担当教員がそれぞれの専門分野について入門的な内容を講義することで、異文化コミュニケーション

学部で何をどのように学ぶのか、履修者が自ら考え判断する機会と材料を提供することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目は輪講形式で行われ、担当教員が文化、歴史、文学、芸術、文化人類学、国際協力、サステナビリティの分野について講

義を行う。専門分野と研究テーマごとに、多元的かつ多様な方法論に触れることができる。毎回それぞれの講義にもとづく課題が

出され、それに取り組むことによって広い視野と複眼的な思考能力を身につけていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入＆輪講① 

2. 輪講② 

3. 輪講③ 

4. 輪講④ 

5. 輪講⑤ 

6. 輪講⑥ 

7. 輪講⑦ 

8. 輪講⑧ 

9. 輪講⑨ 

10. 輪講⑩ 

11. 輪講⑪ 

12. 輪講⑫ 

13. 輪講⑬ 

14. 最終課題レポート試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業において適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の参加及び課題(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

指定課題の詳細については、各回の担当教員の指示に従うこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業において適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM005 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Overview of Language and Communication Studies 

担当者名 

（Instructor） 
師岡, 灘光, 河合, 森, 高山, 石川, 高橋, 丸山, 池田, 武田, ハートレー, 松下 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1551 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象（ＤＬＰ） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The goal of this course is to familiarize students with the basic concepts and theoretical perspectives related to language and 

communication studies. By the end of the course students will be expected to have developed a broad base of knowledge in the 

field of language and communication studies and have a better understanding of the curriculum the College of Intercultural 

Communication offers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Instructors will take turns giving lectures on a range of topics related to language and communication studies. Topics covered 

may include the historical and social features of communication, verbal/non-verbal communication, the relationship between 

communication and culture, first and second language development, bilingualism, the teaching of language, foreign language 

policy, and the factors that generate the need for interpreting and translation as well as the intercultural communication 

aspects related to all of the above. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Overview of Language and Communication Studies at the College of Intercultural Communication 

2. Communications Studies 1 

3. Communications Studies 2 

4. Communications Studies 3 

5. Language Studies 1 

6. Language Studies 2 

7. Language Studies 3 

8. English Language Education  

9. Japanese Language Education 1 

10. Japanese Language Education 2 

11. Interpreting and Translation Studies 1 

12. Interpreting and Translation Studies 2 

13. Interpreting and Translation Studies 3 

14. Language and Communication Studies in Review 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Lecture assignments & In-class activities(60%)/Final report(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No particular textbook will be used in this course. 

 

参考文献（Readings） 

As indicated in each class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM006 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Overview of Global Studies 

担当者名 

（Instructor） 
カズンズ，カプリオ，ジョンソン，佐竹, イ，ヴェラスコ, 石井 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1551 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象（ＤＬＰ） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The goal of this course is to familiarize students with basic concepts and theoretical perspectives related to global studies. By 

the end of the course students should have developed a broad base of knowledge in the field of global studies, as well as a 

better understanding of the curriculum of the College of Intercultural Communication.   

 

授業の内容（Course Contents） 

Instructors will take turns giving lectures on a range of topics related to global studies, including culture, history, literature, arts, 

and international relations, with a shared focus on the role of intercultural communication in the process of globalization.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course overview 

2. Lecture #1 (part 1 ) 

3. Lecture #1 (part 2 ) 

4. Lecture #2 (part 1 ) 

5. Lecture #2 (part 2 ) 

6. Lecture #3 (part 1 ) 

7. Lecture #3 (part 2 ) 

8. Lecture #4 (part 1 ) 

9. Lecture #4 (part 2 ) 

10. Lecture #5 (part 1 ) 

11. Lecture #5 (part 2 ) 

12. Lecture #6 (part 1 ) 

13. Lecture #6 (part 2 ) 

14. Course wrap-up and Final Report  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Instructions will be given in class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Lecture assignments & In-class activities(60%)/Final report(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No particular textbook will be used.  

 

参考文献（Readings） 

Suggested supplementary readings will be provided in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習Ａ 

(Academic Skills A) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 里美(TAKAHASHI SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

学びの技法 

2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学で学ぶための基礎となる論理的思考、情報リテラシーを身につけ、コミュニケーション力、情報受信・発信能力、問題解決能

力を向上させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「協同学習」の方法論を用い、論理的思考スキル、言語スキル、対人関係スキルを学ぶとともに、タイム・マネジメントを習得す

る。また、議論や発表のスキルとともに、ノン・バーバルコミュニケーションへの意識も高める。「協同学習」は課題テクストを、授業

内で解説する予習の仕方に従って各自が予習して授業に臨む。授業は少人数でのグループディスカッションと発表で構成する。

また、レポートの書き方について、解説とトレーニングを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 図書館オリエンテーション／協同学習①-1（初見のテクスト） 

3. 協同学習①-1（初見のテクスト）／図書館オリエンテーション 

4. 協同学習①-2 

5. 協同学習②-1 

6. 協同学習②-2  

レポートの書き方①：論理的な文章を書く 

7. 協同学習③-1 

8. 協同学習③-2  

レポートの書き方②：適切に引用する 

9. グループ発表①-1（グループでテーマを決め、発表準備） 

10. グループ発表①-2（クラス内リハーサル） 

11. グループ発表①-3 

3 グループ発表 

12. グループ発表①-4 

2 グループ発表 

13. レポートの書き方③:適切な問いを立て、論理的に構成する 

14. ピア・レビュー  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/協同学習フィードバック(20%)/自宅学習ノート(25%)/レポート(20%)/最終グループ発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大島弥生ほか ★後日要確認、2014、『ピアで学ぶ大学生の日本語表現[第 2 版]』、ひつじ書房 

Master of Writing(以下から各自でダウンロードする) 

http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/CDSHE/journal/leaflet/ 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐渡島紗織・吉野亜矢子、2008、『これから研究を書くひとのためのガイドブック』、ひつじ書房 

2. 松本茂・河野哲也、2007、『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』、玉川大学出版部 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習Ａ 

(Academic Skills A) 

担当者名 

（Instructor） 
奥野 克巳(OKUNO KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

学びの技法 

2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学で学ぶための基礎となる論理的思考、情報リテラシーを身につけ、コミュニケーション力、情報受信・発信能力、問題解決能

力を向上させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「協同学習」の方法論を用い、論理的思考スキル、言語スキル、対人関係スキルを学ぶとともに、タイム・マネジメントを習得す

る。また、議論や発表のスキルとともに、ノン・バーバルコミュニケーションへの意識も高める。「協同学習」は課題テクストを、授業

内で解説する予習の仕方に従って各自が予習して授業に臨む。授業は少人数でのグループディスカッションと発表で構成する。

また、レポートの書き方について、解説とトレーニングを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 図書館オリエンテーション／協同学習①-1（初見のテクスト） 

3. 協同学習①-1（初見のテクスト）／図書館オリエンテーション 

4. 協同学習①-2 

5. 協同学習②-1 

6. 協同学習②-2  

レポートの書き方①：論理的な文章を書く 

7. 協同学習③-1 

8. 協同学習③-2  

レポートの書き方②：適切に引用する 

9. グループ発表①-1（グループでテーマを決め、発表準備） 

10. グループ発表①-2（クラス内リハーサル） 

11. グループ発表①-3 

3 グループ発表 

12. グループ発表①-4 

2 グループ発表 

13. レポートの書き方③:適切な問いを立て、論理的に構成する 

14. ピア・レビュー  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/協同学習フィードバック(20%)/自宅学習ノート(25%)/レポート(20%)/最終グループ発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大島弥生ほか ★後日要確認、2014、『ピアで学ぶ大学生の日本語表現[第 2 版]』、ひつじ書房 

Master of Writing(以下から各自でダウンロードする) 

http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/CDSHE/journal/leaflet/ 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐渡島紗織・吉野亜矢子、2008、『これから研究を書くひとのためのガイドブック』、ひつじ書房 

2. 松本茂・河野哲也、2007、『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』、玉川大学出版部 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習Ａ 

(Academic Skills A) 

担当者名 

（Instructor） 
小峯 茂嗣(KOMINE SHIGETSUGU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

学びの技法 

2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学で学ぶための基礎となる論理的思考、情報リテラシーを身につけ、コミュニケーション力、情報受信・発信能力、問題解決能

力を向上させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「協同学習」の方法論を用い、論理的思考スキル、言語スキル、対人関係スキルを学ぶとともに、タイム・マネジメントを習得す

る。また、議論や発表のスキルとともに、ノン・バーバルコミュニケーションへの意識も高める。「協同学習」は課題テクストを、授業

内で解説する予習の仕方に従って各自が予習して授業に臨む。授業は少人数でのグループディスカッションと発表で構成する。

また、レポートの書き方について、解説とトレーニングを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 図書館オリエンテーション／協同学習①-1（初見のテクスト） 

3. 協同学習①-1（初見のテクスト）／図書館オリエンテーション 

4. 協同学習①-2 

5. 協同学習②-1 

6. 協同学習②-2  

レポートの書き方①：論理的な文章を書く 

7. 協同学習③-1 

8. 協同学習③-2  

レポートの書き方②：適切に引用する 

9. グループ発表①-1（グループでテーマを決め、発表準備） 

10. グループ発表①-2（クラス内リハーサル） 

11. グループ発表①-3 

3 グループ発表 

12. グループ発表①-4 

2 グループ発表 

13. レポートの書き方③:適切な問いを立て、論理的に構成する 

14. ピア・レビュー  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/協同学習フィードバック(20%)/自宅学習ノート(25%)/レポート(20%)/最終グループ発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大島弥生ほか ★後日要確認、2014、『ピアで学ぶ大学生の日本語表現[第 2 版]』、ひつじ書房 

Master of Writing(以下から各自でダウンロードする) 

http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/CDSHE/journal/leaflet/ 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐渡島紗織・吉野亜矢子、2008、『これから研究を書くひとのためのガイドブック』、ひつじ書房 

2. 松本茂・河野哲也、2007、『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』、玉川大学出版部 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習Ａ 

(Academic Skills A) 

担当者名 

（Instructor） 
石坂 浩一(ISHIZAKA KOICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

学びの技法 

2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学で学ぶための基礎となる論理的思考、情報リテラシーを身につけ、コミュニケーション力、情報受信・発信能力、問題解決能

力を向上させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「協同学習」の方法論を用い、論理的思考スキル、言語スキル、対人関係スキルを学ぶとともに、タイム・マネジメントを習得す

る。また、議論や発表のスキルとともに、ノン・バーバルコミュニケーションへの意識も高める。「協同学習」は課題テクストを、授業

内で解説する予習の仕方に従って各自が予習して授業に臨む。授業は少人数でのグループディスカッションと発表で構成する。

また、レポートの書き方について、解説とトレーニングを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 図書館オリエンテーション／協同学習①-1（初見のテクスト） 

3. 協同学習①-1（初見のテクスト）／図書館オリエンテーション 

4. 協同学習①-2 

5. 協同学習②-1 

6. 協同学習②-2  

レポートの書き方①：論理的な文章を書く 

7. 協同学習③-1 

8. 協同学習③-2  

レポートの書き方②：適切に引用する 

9. グループ発表①-1（グループでテーマを決め、発表準備） 

10. グループ発表①-2（クラス内リハーサル） 

11. グループ発表①-3 

3 グループ発表 

12. グループ発表①-4 

2 グループ発表 

13. レポートの書き方③:適切な問いを立て、論理的に構成する 

14. ピア・レビュー  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/協同学習フィードバック(20%)/自宅学習ノート(25%)/レポート(20%)/最終グループ発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大島弥生ほか ★後日要確認、2014、『ピアで学ぶ大学生の日本語表現[第 2 版]』、ひつじ書房 

Master of Writing(以下から各自でダウンロードする) 

http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/CDSHE/journal/leaflet/ 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐渡島紗織・吉野亜矢子、2008、『これから研究を書くひとのためのガイドブック』、ひつじ書房 

2. 松本茂・河野哲也、2007、『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』、玉川大学出版部 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習Ａ 

(Academic Skills A) 

担当者名 

（Instructor） 
鳥飼 慎一郎(TORIKAI SHINICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

学びの技法 

2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学で学ぶための基礎となる論理的思考、情報リテラシーを身につけ、コミュニケーション力、情報受信・発信能力、問題解決能

力を向上させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「協同学習」の方法論を用い、論理的思考スキル、言語スキル、対人関係スキルを学ぶとともに、タイム・マネジメントを習得す

る。また、議論や発表のスキルとともに、ノン・バーバルコミュニケーションへの意識も高める。「協同学習」は課題テクストを、授業

内で解説する予習の仕方に従って各自が予習して授業に臨む。授業は少人数でのグループディスカッションと発表で構成する。

また、レポートの書き方について、解説とトレーニングを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 図書館オリエンテーション／協同学習①-1（初見のテクスト） 

3. 協同学習①-1（初見のテクスト）／図書館オリエンテーション 

4. 協同学習①-2 

5. 協同学習②-1 

6. 協同学習②-2  

レポートの書き方①：論理的な文章を書く 

7. 協同学習③-1 

8. 協同学習③-2  

レポートの書き方②：適切に引用する 

9. グループ発表①-1（グループでテーマを決め、発表準備） 

10. グループ発表①-2（クラス内リハーサル） 

11. グループ発表①-3 

3 グループ発表 

12. グループ発表①-4 

2 グループ発表 

13. レポートの書き方③:適切な問いを立て、論理的に構成する 

14. ピア・レビュー  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/協同学習フィードバック(20%)/自宅学習ノート(25%)/レポート(20%)/最終グループ発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大島弥生ほか ★後日要確認、2014、『ピアで学ぶ大学生の日本語表現[第 2 版]』、ひつじ書房 

Master of Writing(以下から各自でダウンロードする) 

http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/CDSHE/journal/leaflet/ 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐渡島紗織・吉野亜矢子、2008、『これから研究を書くひとのためのガイドブック』、ひつじ書房 

2. 松本茂・河野哲也、2007、『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』、玉川大学出版部 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習Ａ 

(Academic Skills A) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

学びの技法 

2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学で学ぶための基礎となる論理的思考、情報リテラシーを身につけ、コミュニケーション力、情報受信・発信能力、問題解決能

力を向上させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「協同学習」の方法論を用い、論理的思考スキル、言語スキル、対人関係スキルを学ぶとともに、タイム・マネジメントを習得す

る。また、議論や発表のスキルとともに、ノン・バーバルコミュニケーションへの意識も高める。「協同学習」は課題テクストを、授業

内で解説する予習の仕方に従って各自が予習して授業に臨む。授業は少人数でのグループディスカッションと発表で構成する。

また、レポートの書き方について、解説とトレーニングを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 図書館オリエンテーション／協同学習①-1（初見のテクスト） 

3. 協同学習①-1（初見のテクスト）／図書館オリエンテーション 

4. 協同学習①-2 

5. 協同学習②-1 

6. 協同学習②-2  

レポートの書き方①：論理的な文章を書く 

7. 協同学習③-1 

8. 協同学習③-2  

レポートの書き方②：適切に引用する 

9. グループ発表①-1（グループでテーマを決め、発表準備） 

10. グループ発表①-2（クラス内リハーサル） 

11. グループ発表①-3 

3 グループ発表 

12. グループ発表①-4 

2 グループ発表 

13. レポートの書き方③:適切な問いを立て、論理的に構成する 

14. ピア・レビュー  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/協同学習フィードバック(20%)/自宅学習ノート(25%)/レポート(20%)/最終グループ発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大島弥生ほか ★後日要確認、2014、『ピアで学ぶ大学生の日本語表現[第 2 版]』、ひつじ書房 

Master of Writing(以下から各自でダウンロードする) 

http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/CDSHE/journal/leaflet/ 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐渡島紗織・吉野亜矢子、2008、『これから研究を書くひとのためのガイドブック』、ひつじ書房 

2. 松本茂・河野哲也、2007、『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』、玉川大学出版部 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM017 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習Ａ 

(Academic Skills A) 

担当者名 

（Instructor） 
灘光 洋子(NADAMITSU YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

学びの技法 

2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学で学ぶための基礎となる論理的思考、情報リテラシーを身につけ、コミュニケーション力、情報受信・発信能力、問題解決能

力を向上させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「協同学習」の方法論を用い、論理的思考スキル、言語スキル、対人関係スキルを学ぶとともに、タイム・マネジメントを習得す

る。また、議論や発表のスキルとともに、ノン・バーバルコミュニケーションへの意識も高める。「協同学習」は課題テクストを、授業

内で解説する予習の仕方に従って各自が予習して授業に臨む。授業は少人数でのグループディスカッションと発表で構成する。

また、レポートの書き方について、解説とトレーニングを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 図書館オリエンテーション／協同学習①-1（初見のテクスト） 

3. 協同学習①-1（初見のテクスト）／図書館オリエンテーション 

4. 協同学習①-2 

5. 協同学習②-1 

6. 協同学習②-2  

レポートの書き方①：論理的な文章を書く 

7. 協同学習③-1 

8. 協同学習③-2  

レポートの書き方②：適切に引用する 

9. グループ発表①-1（グループでテーマを決め、発表準備） 

10. グループ発表①-2（クラス内リハーサル） 

11. グループ発表①-3 

3 グループ発表 

12. グループ発表①-4 

2 グループ発表 

13. レポートの書き方③:適切な問いを立て、論理的に構成する 

14. ピア・レビュー  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/協同学習フィードバック(20%)/自宅学習ノート(25%)/レポート(20%)/最終グループ発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大島弥生ほか ★後日要確認、2014、『ピアで学ぶ大学生の日本語表現[第 2 版]』、ひつじ書房 

Master of Writing(以下から各自でダウンロードする) 

http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/CDSHE/journal/leaflet/ 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐渡島紗織・吉野亜矢子、2008、『これから研究を書くひとのためのガイドブック』、ひつじ書房 

2. 松本茂・河野哲也、2007、『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』、玉川大学出版部 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM018 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Academic Skills A 

担当者名 

（Instructor） 
ジョンソン，Ｓ．(JOHNSON STEPHAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1551 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

学びの技法 

2016 年度以降入学者対象（ＤＬＰ） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will improve their understanding of the kinds of thinking and writing that promote academic success. 

 

Students will discover practical steps for improving academic performance. 

 

Students will understand how to develop critical and analytical thinking styles. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course focuses on general academic skills needed by university students in all fields, such as academic writing and 

structure (proposal and essay); quoting, paraphrasing accurately, citations, and bibliography; presentation and communication 

skills; group work skills; time management: organising and planning.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to course 

2. Self-awareness 

3. Library Survival Guide 

4. Key Terms 

5. Paraphrasing Exercise 

6. Mid Term Presentations 1 

7. Mid Term Presentations 2 

8. Time Saving Tips for the Library Catalogue 

9. Electronic Journals and Databases  

10. Written Essay 

11. Essay Feedback Exercise 

12. Communication Skills: Reflecting on the Oral Presentation Exercise 

13. Personal Development Planning Revisited: Reflection and Planning Exercise / Peer Review 

Group Presentations 

14. Group Presentations/ Final review 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Please refer to the syllabus provided by the instructor in the first class.  Homework will be announced at the end of each class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and active class participation(30%)/Proposal(10%)/Presentation(30%)/Final essay(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None – materials will be provided by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習Ｂ 

(Academic Skills B) 

担当者名 

（Instructor） 
川﨑 晶子(KAWASAKI AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

学びの技法 

2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎演習Ａ」で身につけた力をさらに伸ばし，情報リテラシー，論理的思考を磨き，さらに，議論， 発表，レポートなど，それぞれ

に適切な形で発信する方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「協働学習」形式を継続し，論理的思考， 議論の方法，口頭発表およびレポート執筆の方法を引き続き学んでいく。秋

学期は、とくに次の３点に重点をおいて授業をすすめていく。 

１）課題テクストの予習（テクスト内容の正確な理解とそれに対する自分の意見の構築） 

２）ディスカッション（他者の意見を聞き，自分の意見を論理的に述べ，議論を深める） 

３）課題のテーマに関連するトピックについて調査，考察し，口頭発表，および小レポートをまとめる。 

口頭発表は，グループで議論し共同で完成させる。各自が自分のテーマについて書く小レポートは，互いに評価・批評すること

で，レポートを書く方法，論理的な文の書き方について学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

夏休み課題に関するディスカッション 

2. 協同学習①-1 

3. 協同学習①-2（グループ発表） 

4. 協同学習①-3 

5. レポートの書き方①、ピア・レビュー 

6. 協同学習②-1   

7. 協同学習②-2（グループ発表） 

8. 協同学習②-3 

9. レポートの書き方②、ピア・レビュー、最終発表グループ分け  

10. 最終発表準備 

11. プレゼンテーション・ワークショップ 

12. クラス発表会 

13. ピア・レビュー 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業参加度(40%)/小レポート(10%)/課題図書レポート(10%)/協同学習(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「基礎演習Ａ」を参照。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の詳細については, 初回に配付される講義内容を参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習Ｂ 

(Academic Skills B) 

担当者名 

（Instructor） 
森 聡美(MORI SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

学びの技法 

2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎演習Ａ」で身につけた力をさらに伸ばし，情報リテラシー，論理的思考を磨き，さらに，議論， 発表，レポートなど，それぞれ

に適切な形で発信する方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「協働学習」形式を継続し，論理的思考， 議論の方法，口頭発表およびレポート執筆の方法を引き続き学んでいく。秋

学期は、とくに次の３点に重点をおいて授業をすすめていく。 

１）課題テクストの予習（テクスト内容の正確な理解とそれに対する自分の意見の構築） 

２）ディスカッション（他者の意見を聞き，自分の意見を論理的に述べ，議論を深める） 

３）課題のテーマに関連するトピックについて調査，考察し，口頭発表，および小レポートをまとめる。 

口頭発表は，グループで議論し共同で完成させる。各自が自分のテーマについて書く小レポートは，互いに評価・批評すること

で，レポートを書く方法，論理的な文の書き方について学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

夏休み課題に関するディスカッション 

2. 協同学習①-1 

3. 協同学習①-2（グループ発表） 

4. 協同学習①-3 

5. レポートの書き方①、ピア・レビュー 

6. 協同学習②-1   

7. 協同学習②-2（グループ発表） 

8. 協同学習②-3 

9. レポートの書き方②、ピア・レビュー、最終発表グループ分け  

10. 最終発表準備 

11. プレゼンテーション・ワークショップ 

12. クラス発表会 

13. ピア・レビュー 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業参加度(40%)/小レポート(10%)/課題図書レポート(10%)/協同学習(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「基礎演習Ａ」を参照。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の詳細については, 初回に配付される講義内容を参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習Ｂ 

(Academic Skills B) 

担当者名 

（Instructor） 
神戸 直樹(KANBE NAOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

学びの技法 

2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎演習Ａ」で身につけた力をさらに伸ばし，情報リテラシー，論理的思考を磨き，さらに，議論， 発表，レポートなど，それぞれ

に適切な形で発信する方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「協働学習」形式を継続し，論理的思考， 議論の方法，口頭発表およびレポート執筆の方法を引き続き学んでいく。秋

学期は、とくに次の３点に重点をおいて授業をすすめていく。 

１）課題テクストの予習（テクスト内容の正確な理解とそれに対する自分の意見の構築） 

２）ディスカッション（他者の意見を聞き，自分の意見を論理的に述べ，議論を深める） 

３）課題のテーマに関連するトピックについて調査，考察し，口頭発表，および小レポートをまとめる。 

口頭発表は，グループで議論し共同で完成させる。各自が自分のテーマについて書く小レポートは，互いに評価・批評すること

で，レポートを書く方法，論理的な文の書き方について学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

夏休み課題に関するディスカッション 

2. 協同学習①-1 

3. 協同学習①-2（グループ発表） 

4. 協同学習①-3 

5. レポートの書き方①、ピア・レビュー 

6. 協同学習②-1   

7. 協同学習②-2（グループ発表） 

8. 協同学習②-3 

9. レポートの書き方②、ピア・レビュー、最終発表グループ分け  

10. 最終発表準備 

11. プレゼンテーション・ワークショップ 

12. クラス発表会 

13. ピア・レビュー 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業参加度(40%)/小レポート(10%)/課題図書レポート(10%)/協同学習(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「基礎演習Ａ」を参照。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の詳細については, 初回に配付される講義内容を参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習Ｂ 

(Academic Skills B) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 亘(KOYAMA WATARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

学びの技法 

2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎演習Ａ」で身につけた力をさらに伸ばし，情報リテラシー，論理的思考を磨き，さらに，議論， 発表，レポートなど，それぞれ

に適切な形で発信する方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「協働学習」形式を継続し，論理的思考， 議論の方法，口頭発表およびレポート執筆の方法を引き続き学んでいく。秋

学期は、とくに次の３点に重点をおいて授業をすすめていく。 

１）課題テクストの予習（テクスト内容の正確な理解とそれに対する自分の意見の構築） 

２）ディスカッション（他者の意見を聞き，自分の意見を論理的に述べ，議論を深める） 

３）課題のテーマに関連するトピックについて調査，考察し，口頭発表，および小レポートをまとめる。 

口頭発表は，グループで議論し共同で完成させる。各自が自分のテーマについて書く小レポートは，互いに評価・批評すること

で，レポートを書く方法，論理的な文の書き方について学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

夏休み課題に関するディスカッション 

2. 協同学習①-1 

3. 協同学習①-2（グループ発表） 

4. 協同学習①-3 

5. レポートの書き方①、ピア・レビュー 

6. 協同学習②-1   

7. 協同学習②-2（グループ発表） 

8. 協同学習②-3 

9. レポートの書き方②、ピア・レビュー、最終発表グループ分け  

10. 最終発表準備 

11. プレゼンテーション・ワークショップ 

12. クラス発表会 

13. ピア・レビュー 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業参加度(40%)/小レポート(10%)/課題図書レポート(10%)/協同学習(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「基礎演習Ａ」を参照。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の詳細については, 初回に配付される講義内容を参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習Ｂ 

(Academic Skills B) 

担当者名 

（Instructor） 
佐竹 晶子(SATAKE AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

学びの技法 

2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎演習Ａ」で身につけた力をさらに伸ばし，情報リテラシー，論理的思考を磨き，さらに，議論， 発表，レポートなど，それぞれ

に適切な形で発信する方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「協働学習」形式を継続し，論理的思考， 議論の方法，口頭発表およびレポート執筆の方法を引き続き学んでいく。秋

学期は、とくに次の３点に重点をおいて授業をすすめていく。 

１）課題テクストの予習（テクスト内容の正確な理解とそれに対する自分の意見の構築） 

２）ディスカッション（他者の意見を聞き，自分の意見を論理的に述べ，議論を深める） 

３）課題のテーマに関連するトピックについて調査，考察し，口頭発表，および小レポートをまとめる。 

口頭発表は，グループで議論し共同で完成させる。各自が自分のテーマについて書く小レポートは，互いに評価・批評すること

で，レポートを書く方法，論理的な文の書き方について学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

夏休み課題に関するディスカッション 

2. 協同学習①-1 

3. 協同学習①-2（グループ発表） 

4. 協同学習①-3 

5. レポートの書き方①、ピア・レビュー 

6. 協同学習②-1   

7. 協同学習②-2（グループ発表） 

8. 協同学習②-3 

9. レポートの書き方②、ピア・レビュー、最終発表グループ分け  

10. 最終発表準備 

11. プレゼンテーション・ワークショップ 

12. クラス発表会 

13. ピア・レビュー 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業参加度(40%)/小レポート(10%)/課題図書レポート(10%)/協同学習(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「基礎演習Ａ」を参照。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の詳細については, 初回に配付される講義内容を参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM026 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習Ｂ 

(Academic Skills B) 

担当者名 

（Instructor） 
小峯 茂嗣(KOMINE SHIGETSUGU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

学びの技法 

2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎演習Ａ」で身につけた力をさらに伸ばし，情報リテラシー，論理的思考を磨き，さらに，議論， 発表，レポートなど，それぞれ

に適切な形で発信する方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「協働学習」形式を継続し，論理的思考， 議論の方法，口頭発表およびレポート執筆の方法を引き続き学んでいく。秋

学期は、とくに次の３点に重点をおいて授業をすすめていく。 

１）課題テクストの予習（テクスト内容の正確な理解とそれに対する自分の意見の構築） 

２）ディスカッション（他者の意見を聞き，自分の意見を論理的に述べ，議論を深める） 

３）課題のテーマに関連するトピックについて調査，考察し，口頭発表，および小レポートをまとめる。 

口頭発表は，グループで議論し共同で完成させる。各自が自分のテーマについて書く小レポートは，互いに評価・批評すること

で，レポートを書く方法，論理的な文の書き方について学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

夏休み課題に関するディスカッション 

2. 協同学習①-1 

3. 協同学習①-2（グループ発表） 

4. 協同学習①-3 

5. レポートの書き方①、ピア・レビュー 

6. 協同学習②-1   

7. 協同学習②-2（グループ発表） 

8. 協同学習②-3 

9. レポートの書き方②、ピア・レビュー、最終発表グループ分け  

10. 最終発表準備 

11. プレゼンテーション・ワークショップ 

12. クラス発表会 

13. ピア・レビュー 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業参加度(40%)/小レポート(10%)/課題図書レポート(10%)/協同学習(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「基礎演習Ａ」を参照。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の詳細については, 初回に配付される講義内容を参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM027 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習Ｂ 

(Academic Skills B) 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

学びの技法 

2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎演習Ａ」で身につけた力をさらに伸ばし，情報リテラシー，論理的思考を磨き，さらに，議論， 発表，レポートなど，それぞれ

に適切な形で発信する方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「協働学習」形式を継続し，論理的思考， 議論の方法，口頭発表およびレポート執筆の方法を引き続き学んでいく。秋

学期は、とくに次の３点に重点をおいて授業をすすめていく。 

１）課題テクストの予習（テクスト内容の正確な理解とそれに対する自分の意見の構築） 

２）ディスカッション（他者の意見を聞き，自分の意見を論理的に述べ，議論を深める） 

３）課題のテーマに関連するトピックについて調査，考察し，口頭発表，および小レポートをまとめる。 

口頭発表は，グループで議論し共同で完成させる。各自が自分のテーマについて書く小レポートは，互いに評価・批評すること

で，レポートを書く方法，論理的な文の書き方について学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

夏休み課題に関するディスカッション 

2. 協同学習①-1 

3. 協同学習①-2（グループ発表） 

4. 協同学習①-3 

5. レポートの書き方①、ピア・レビュー 

6. 協同学習②-1   

7. 協同学習②-2（グループ発表） 

8. 協同学習②-3 

9. レポートの書き方②、ピア・レビュー、最終発表グループ分け  

10. 最終発表準備 

11. プレゼンテーション・ワークショップ 

12. クラス発表会 

13. ピア・レビュー 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業参加度(40%)/小レポート(10%)/課題図書レポート(10%)/協同学習(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「基礎演習Ａ」を参照。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の詳細については, 初回に配付される講義内容を参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM028 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Academic Skills B 

担当者名 

（Instructor） 
グラスゴー(GLASGOW GREGORY PAUL) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1551 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

学びの技法 

2016 年度以降入学者対象（ＤＬＰ） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to further develop skills introduced in the Academic Skills A class. Students will further develop their 

ability to conduct research, discuss and present on topics of an academic nature in a manner that will enable them to function 

effectively in an overseas university setting.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course assists students in developing the academic skills necessary to function in an overseas university setting. Students 

will develop the type of critical thinking and argumentative writing skills essential for academic settings in order to enable them 

to participate in content courses in international universities. Students will further develop the skills needed to conduct 

independent academic research, enhance their academic writing skills (particularly in argumentative and persuasive writing), 

improve their oral presentation skills and critically reflect on their academic performance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the Course, Self-Assessment, Academic Expectations in the Overseas University 

2. Introduction to Academic Discourse 

3. Creating a Research Topic, The Great Vocabulary Shift 

4. Introduction to Metadiscourse,  Introduction to Abstracts 

5. Creating an Annotated Bibliography, Crafting a Thesis Statement  

6. Research Paper Skills 1: Writing the Introduction, Review of Citation and Referencing 

7. Introduction to the CRAAP Test (Assessing the Reliability of Sources) 

8. Research Paper Skills 2: Organization, Developing the Body  

9. The Importance of Revision and Proofreading  

10. Research Paper Skills 3: Hedging and Intensification, Argumentation Strategies 

11. Student Presentations, Introduction to Self Editing 

12. Student Presentations, Editing and Dealing with Redundancy 

13. Student Presentations, Research Paper Skills 3: Crafting the Concluding Section 

14. Academic Support and Learning Advisement in Overseas settings 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

This class will require extensive research and study. Student are encouraged to plan their time accordingly to help them 

complete the requirements, as they will be expected to complete research independently. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(25%)/Paper Presentation(25%)/Classwork and Attendance(25%)/Homework and Self-Reflection 

Tasks(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. David Kluge and Matthew Taylor. 2018. <I>Basic Steps to Writing Research Papers (Second Edition)</I>. Cengage (p78-4-

902902-81-1) 

Supplementary handouts and worksheets will be provided as needed by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

1. David Kluge and Matthew Taylor. 2018-(2nd Edition). <I>Basic Steps to Writing Research Papers (Second Edition)</I>. 

Cengage (ISBN:978-4-902902-89-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

The pace of this class will be accelerated, so students will be expected to seek support as early on in the course as possible 

(either from the instructor or elsewhere in the university) in the event that the workload becomes too challenging. Editing, 

revision and feedback will be done through Google Docs, so it may be helpful to come to class with a laptop or tablet if possible. 

There will be a course website to help keep you organized and enable you to review course content. 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 24 - 

■DM031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習１ 

(Basic Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 里美(TAKAHASHI SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学で学ぶための基礎となる論理的思考、情報リテラシーを身につけ、コミュニケーション力、情報受信・発信能力、問題解決能

力を向上させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「協同学習」の方法論を用い、論理的思考スキル、言語スキル、対人関係スキルを学ぶとともに、タイム・マネジメントを習得す

る。また、議論や発表のスキルとともに、ノン・バーバルコミュニケーションへの意識も高める。「協同学習」は課題テクストを、授業

内で解説する予習の仕方に従って各自が予習して授業に臨む。授業は少人数でのグループディスカッションと発表で構成する。

また、レポートの書き方について、解説とトレーニングを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 図書館オリエンテーション／協同学習①-1（初見のテクスト） 

3. 協同学習①-1（初見のテクスト）／図書館オリエンテーション 

4. 協同学習①-2 

5. 協同学習②-1 

6. 協同学習②-2  

レポートの書き方①：論理的な文章を書く 

7. 協同学習③-1 

8. 協同学習③-2  

レポートの書き方②：適切に引用する 

9. グループ発表①-1（グループでテーマを決め、発表準備） 

10. グループ発表①-2（クラス内リハーサル） 

11. グループ発表①-3 

3 グループ発表 

12. グループ発表①-4 

2 グループ発表 

13. レポートの書き方③:適切な問いを立て、論理的に構成する 

14. ピア・レビュー  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/協同学習フィードバック(20%)/自宅学習ノート(25%)/レポート(20%)/最終グループ発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大島弥生ほか ★後日要確認、2014、『ピアで学ぶ大学生の日本語表現[第 2 版]』、ひつじ書房 

Master of Writing(以下から各自でダウンロードする) 

http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/CDSHE/journal/leaflet/ 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐渡島紗織・吉野亜矢子、2008、『これから研究を書くひとのためのガイドブック』、ひつじ書房 

2. 松本茂・河野哲也、2007、『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』、玉川大学出版部 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習１ 

(Basic Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
奥野 克巳(OKUNO KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学で学ぶための基礎となる論理的思考、情報リテラシーを身につけ、コミュニケーション力、情報受信・発信能力、問題解決能

力を向上させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「協同学習」の方法論を用い、論理的思考スキル、言語スキル、対人関係スキルを学ぶとともに、タイム・マネジメントを習得す

る。また、議論や発表のスキルとともに、ノン・バーバルコミュニケーションへの意識も高める。「協同学習」は課題テクストを、授業

内で解説する予習の仕方に従って各自が予習して授業に臨む。授業は少人数でのグループディスカッションと発表で構成する。

また、レポートの書き方について、解説とトレーニングを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 図書館オリエンテーション／協同学習①-1（初見のテクスト） 

3. 協同学習①-1（初見のテクスト）／図書館オリエンテーション 

4. 協同学習①-2 

5. 協同学習②-1 

6. 協同学習②-2  

レポートの書き方①：論理的な文章を書く 

7. 協同学習③-1 

8. 協同学習③-2  

レポートの書き方②：適切に引用する 

9. グループ発表①-1（グループでテーマを決め、発表準備） 

10. グループ発表①-2（クラス内リハーサル） 

11. グループ発表①-3 

3 グループ発表 

12. グループ発表①-4 

2 グループ発表 

13. レポートの書き方③:適切な問いを立て、論理的に構成する 

14. ピア・レビュー  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/協同学習フィードバック(20%)/自宅学習ノート(25%)/レポート(20%)/最終グループ発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大島弥生ほか ★後日要確認、2014、『ピアで学ぶ大学生の日本語表現[第 2 版]』、ひつじ書房 

Master of Writing(以下から各自でダウンロードする) 

http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/CDSHE/journal/leaflet/ 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐渡島紗織・吉野亜矢子、2008、『これから研究を書くひとのためのガイドブック』、ひつじ書房 

2. 松本茂・河野哲也、2007、『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』、玉川大学出版部 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習１ 

(Basic Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
小峯 茂嗣(KOMINE SHIGETSUGU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学で学ぶための基礎となる論理的思考、情報リテラシーを身につけ、コミュニケーション力、情報受信・発信能力、問題解決能

力を向上させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「協同学習」の方法論を用い、論理的思考スキル、言語スキル、対人関係スキルを学ぶとともに、タイム・マネジメントを習得す

る。また、議論や発表のスキルとともに、ノン・バーバルコミュニケーションへの意識も高める。「協同学習」は課題テクストを、授業

内で解説する予習の仕方に従って各自が予習して授業に臨む。授業は少人数でのグループディスカッションと発表で構成する。

また、レポートの書き方について、解説とトレーニングを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 図書館オリエンテーション／協同学習①-1（初見のテクスト） 

3. 協同学習①-1（初見のテクスト）／図書館オリエンテーション 

4. 協同学習①-2 

5. 協同学習②-1 

6. 協同学習②-2  

レポートの書き方①：論理的な文章を書く 

7. 協同学習③-1 

8. 協同学習③-2  

レポートの書き方②：適切に引用する 

9. グループ発表①-1（グループでテーマを決め、発表準備） 

10. グループ発表①-2（クラス内リハーサル） 

11. グループ発表①-3 

3 グループ発表 

12. グループ発表①-4 

2 グループ発表 

13. レポートの書き方③:適切な問いを立て、論理的に構成する 

14. ピア・レビュー  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/協同学習フィードバック(20%)/自宅学習ノート(25%)/レポート(20%)/最終グループ発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大島弥生ほか ★後日要確認、2014、『ピアで学ぶ大学生の日本語表現[第 2 版]』、ひつじ書房 

Master of Writing(以下から各自でダウンロードする) 

http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/CDSHE/journal/leaflet/ 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐渡島紗織・吉野亜矢子、2008、『これから研究を書くひとのためのガイドブック』、ひつじ書房 

2. 松本茂・河野哲也、2007、『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』、玉川大学出版部 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM034 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習１ 

(Basic Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
石坂 浩一(ISHIZAKA KOICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学で学ぶための基礎となる論理的思考、情報リテラシーを身につけ、コミュニケーション力、情報受信・発信能力、問題解決能

力を向上させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「協同学習」の方法論を用い、論理的思考スキル、言語スキル、対人関係スキルを学ぶとともに、タイム・マネジメントを習得す

る。また、議論や発表のスキルとともに、ノン・バーバルコミュニケーションへの意識も高める。「協同学習」は課題テクストを、授業

内で解説する予習の仕方に従って各自が予習して授業に臨む。授業は少人数でのグループディスカッションと発表で構成する。

また、レポートの書き方について、解説とトレーニングを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 図書館オリエンテーション／協同学習①-1（初見のテクスト） 

3. 協同学習①-1（初見のテクスト）／図書館オリエンテーション 

4. 協同学習①-2 

5. 協同学習②-1 

6. 協同学習②-2  

レポートの書き方①：論理的な文章を書く 

7. 協同学習③-1 

8. 協同学習③-2  

レポートの書き方②：適切に引用する 

9. グループ発表①-1（グループでテーマを決め、発表準備） 

10. グループ発表①-2（クラス内リハーサル） 

11. グループ発表①-3 

3 グループ発表 

12. グループ発表①-4 

2 グループ発表 

13. レポートの書き方③:適切な問いを立て、論理的に構成する 

14. ピア・レビュー  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/協同学習フィードバック(20%)/自宅学習ノート(25%)/レポート(20%)/最終グループ発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大島弥生ほか ★後日要確認、2014、『ピアで学ぶ大学生の日本語表現[第 2 版]』、ひつじ書房 

Master of Writing(以下から各自でダウンロードする) 

http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/CDSHE/journal/leaflet/ 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐渡島紗織・吉野亜矢子、2008、『これから研究を書くひとのためのガイドブック』、ひつじ書房 

2. 松本茂・河野哲也、2007、『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』、玉川大学出版部 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM035 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習１ 

(Basic Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
鳥飼 慎一郎(TORIKAI SHINICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学で学ぶための基礎となる論理的思考、情報リテラシーを身につけ、コミュニケーション力、情報受信・発信能力、問題解決能

力を向上させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「協同学習」の方法論を用い、論理的思考スキル、言語スキル、対人関係スキルを学ぶとともに、タイム・マネジメントを習得す

る。また、議論や発表のスキルとともに、ノン・バーバルコミュニケーションへの意識も高める。「協同学習」は課題テクストを、授業

内で解説する予習の仕方に従って各自が予習して授業に臨む。授業は少人数でのグループディスカッションと発表で構成する。

また、レポートの書き方について、解説とトレーニングを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 図書館オリエンテーション／協同学習①-1（初見のテクスト） 

3. 協同学習①-1（初見のテクスト）／図書館オリエンテーション 

4. 協同学習①-2 

5. 協同学習②-1 

6. 協同学習②-2  

レポートの書き方①：論理的な文章を書く 

7. 協同学習③-1 

8. 協同学習③-2  

レポートの書き方②：適切に引用する 

9. グループ発表①-1（グループでテーマを決め、発表準備） 

10. グループ発表①-2（クラス内リハーサル） 

11. グループ発表①-3 

3 グループ発表 

12. グループ発表①-4 

2 グループ発表 

13. レポートの書き方③:適切な問いを立て、論理的に構成する 

14. ピア・レビュー  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/協同学習フィードバック(20%)/自宅学習ノート(25%)/レポート(20%)/最終グループ発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大島弥生ほか ★後日要確認、2014、『ピアで学ぶ大学生の日本語表現[第 2 版]』、ひつじ書房 

Master of Writing(以下から各自でダウンロードする) 

http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/CDSHE/journal/leaflet/ 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐渡島紗織・吉野亜矢子、2008、『これから研究を書くひとのためのガイドブック』、ひつじ書房 

2. 松本茂・河野哲也、2007、『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』、玉川大学出版部 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM036 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習１ 

(Basic Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学で学ぶための基礎となる論理的思考、情報リテラシーを身につけ、コミュニケーション力、情報受信・発信能力、問題解決能

力を向上させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「協同学習」の方法論を用い、論理的思考スキル、言語スキル、対人関係スキルを学ぶとともに、タイム・マネジメントを習得す

る。また、議論や発表のスキルとともに、ノン・バーバルコミュニケーションへの意識も高める。「協同学習」は課題テクストを、授業

内で解説する予習の仕方に従って各自が予習して授業に臨む。授業は少人数でのグループディスカッションと発表で構成する。

また、レポートの書き方について、解説とトレーニングを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 図書館オリエンテーション／協同学習①-1（初見のテクスト） 

3. 協同学習①-1（初見のテクスト）／図書館オリエンテーション 

4. 協同学習①-2 

5. 協同学習②-1 

6. 協同学習②-2  

レポートの書き方①：論理的な文章を書く 

7. 協同学習③-1 

8. 協同学習③-2  

レポートの書き方②：適切に引用する 

9. グループ発表①-1（グループでテーマを決め、発表準備） 

10. グループ発表①-2（クラス内リハーサル） 

11. グループ発表①-3 

3 グループ発表 

12. グループ発表①-4 

2 グループ発表 

13. レポートの書き方③:適切な問いを立て、論理的に構成する 

14. ピア・レビュー  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/協同学習フィードバック(20%)/自宅学習ノート(25%)/レポート(20%)/最終グループ発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大島弥生ほか ★後日要確認、2014、『ピアで学ぶ大学生の日本語表現[第 2 版]』、ひつじ書房 

Master of Writing(以下から各自でダウンロードする) 

http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/CDSHE/journal/leaflet/ 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐渡島紗織・吉野亜矢子、2008、『これから研究を書くひとのためのガイドブック』、ひつじ書房 

2. 松本茂・河野哲也、2007、『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』、玉川大学出版部 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM037 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習１ 

(Basic Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
灘光 洋子(NADAMITSU YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学で学ぶための基礎となる論理的思考、情報リテラシーを身につけ、コミュニケーション力、情報受信・発信能力、問題解決能

力を向上させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「協同学習」の方法論を用い、論理的思考スキル、言語スキル、対人関係スキルを学ぶとともに、タイム・マネジメントを習得す

る。また、議論や発表のスキルとともに、ノン・バーバルコミュニケーションへの意識も高める。「協同学習」は課題テクストを、授業

内で解説する予習の仕方に従って各自が予習して授業に臨む。授業は少人数でのグループディスカッションと発表で構成する。

また、レポートの書き方について、解説とトレーニングを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 図書館オリエンテーション／協同学習①-1（初見のテクスト） 

3. 協同学習①-1（初見のテクスト）／図書館オリエンテーション 

4. 協同学習①-2 

5. 協同学習②-1 

6. 協同学習②-2  

レポートの書き方①：論理的な文章を書く 

7. 協同学習③-1 

8. 協同学習③-2  

レポートの書き方②：適切に引用する 

9. グループ発表①-1（グループでテーマを決め、発表準備） 

10. グループ発表①-2（クラス内リハーサル） 

11. グループ発表①-3 

3 グループ発表 

12. グループ発表①-4 

2 グループ発表 

13. レポートの書き方③:適切な問いを立て、論理的に構成する 

14. ピア・レビュー  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/協同学習フィードバック(20%)/自宅学習ノート(25%)/レポート(20%)/最終グループ発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大島弥生ほか ★後日要確認、2014、『ピアで学ぶ大学生の日本語表現[第 2 版]』、ひつじ書房 

Master of Writing(以下から各自でダウンロードする) 

http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/CDSHE/journal/leaflet/ 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐渡島紗織・吉野亜矢子、2008、『これから研究を書くひとのためのガイドブック』、ひつじ書房 

2. 松本茂・河野哲也、2007、『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』、玉川大学出版部 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習２ 

(Basic Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
川﨑 晶子(KAWASAKI AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎演習Ａ」で身につけた力をさらに伸ばし，情報リテラシー，論理的思考を磨き，さらに，議論， 発表，レポートなど，それぞれ

に適切な形で発信する方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「協働学習」形式を継続し，論理的思考， 議論の方法，口頭発表およびレポート執筆の方法を引き続き学んでいく。秋

学期は、とくに次の３点に重点をおいて授業をすすめていく。 

１）課題テクストの予習（テクスト内容の正確な理解とそれに対する自分の意見の構築） 

２）ディスカッション（他者の意見を聞き，自分の意見を論理的に述べ，議論を深める） 

３）課題のテーマに関連するトピックについて調査，考察し，口頭発表，および小レポートをまとめる。 

口頭発表は，グループで議論し共同で完成させる。各自が自分のテーマについて書く小レポートは，互いに評価・批評すること

で，レポートを書く方法，論理的な文の書き方について学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

夏休み課題に関するディスカッション 

2. 協同学習①-1 

3. 協同学習①-2（グループ発表） 

4. 協同学習①-3 

5. レポートの書き方①、ピア・レビュー 

6. 協同学習②-1   

7. 協同学習②-2（グループ発表） 

8. 協同学習②-3 

9. レポートの書き方②、ピア・レビュー、最終発表グループ分け  

10. 最終発表準備 

11. プレゼンテーション・ワークショップ 

12. クラス発表会 

13. ピア・レビュー 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業参加度(40%)/小レポート(10%)/課題図書レポート(10%)/協同学習(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「基礎演習Ａ」を参照。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の詳細については, 初回に配付される講義内容を参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習２ 

(Basic Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
森 聡美(MORI SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎演習Ａ」で身につけた力をさらに伸ばし，情報リテラシー，論理的思考を磨き，さらに，議論， 発表，レポートなど，それぞれ

に適切な形で発信する方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「協働学習」形式を継続し，論理的思考， 議論の方法，口頭発表およびレポート執筆の方法を引き続き学んでいく。秋

学期は、とくに次の３点に重点をおいて授業をすすめていく。 

１）課題テクストの予習（テクスト内容の正確な理解とそれに対する自分の意見の構築） 

２）ディスカッション（他者の意見を聞き，自分の意見を論理的に述べ，議論を深める） 

３）課題のテーマに関連するトピックについて調査，考察し，口頭発表，および小レポートをまとめる。 

口頭発表は，グループで議論し共同で完成させる。各自が自分のテーマについて書く小レポートは，互いに評価・批評すること

で，レポートを書く方法，論理的な文の書き方について学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

夏休み課題に関するディスカッション 

2. 協同学習①-1 

3. 協同学習①-2（グループ発表） 

4. 協同学習①-3 

5. レポートの書き方①、ピア・レビュー 

6. 協同学習②-1   

7. 協同学習②-2（グループ発表） 

8. 協同学習②-3 

9. レポートの書き方②、ピア・レビュー、最終発表グループ分け  

10. 最終発表準備 

11. プレゼンテーション・ワークショップ 

12. クラス発表会 

13. ピア・レビュー 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業参加度(40%)/小レポート(10%)/課題図書レポート(10%)/協同学習(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「基礎演習Ａ」を参照。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の詳細については, 初回に配付される講義内容を参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習２ 

(Basic Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
神戸 直樹(KANBE NAOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎演習Ａ」で身につけた力をさらに伸ばし，情報リテラシー，論理的思考を磨き，さらに，議論， 発表，レポートなど，それぞれ

に適切な形で発信する方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「協働学習」形式を継続し，論理的思考， 議論の方法，口頭発表およびレポート執筆の方法を引き続き学んでいく。秋

学期は、とくに次の３点に重点をおいて授業をすすめていく。 

１）課題テクストの予習（テクスト内容の正確な理解とそれに対する自分の意見の構築） 

２）ディスカッション（他者の意見を聞き，自分の意見を論理的に述べ，議論を深める） 

３）課題のテーマに関連するトピックについて調査，考察し，口頭発表，および小レポートをまとめる。 

口頭発表は，グループで議論し共同で完成させる。各自が自分のテーマについて書く小レポートは，互いに評価・批評すること

で，レポートを書く方法，論理的な文の書き方について学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

夏休み課題に関するディスカッション 

2. 協同学習①-1 

3. 協同学習①-2（グループ発表） 

4. 協同学習①-3 

5. レポートの書き方①、ピア・レビュー 

6. 協同学習②-1   

7. 協同学習②-2（グループ発表） 

8. 協同学習②-3 

9. レポートの書き方②、ピア・レビュー、最終発表グループ分け  

10. 最終発表準備 

11. プレゼンテーション・ワークショップ 

12. クラス発表会 

13. ピア・レビュー 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業参加度(40%)/小レポート(10%)/課題図書レポート(10%)/協同学習(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「基礎演習Ａ」を参照。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の詳細については, 初回に配付される講義内容を参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM044 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習２ 

(Basic Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 亘(KOYAMA WATARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎演習Ａ」で身につけた力をさらに伸ばし，情報リテラシー，論理的思考を磨き，さらに，議論， 発表，レポートなど，それぞれ

に適切な形で発信する方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「協働学習」形式を継続し，論理的思考， 議論の方法，口頭発表およびレポート執筆の方法を引き続き学んでいく。秋

学期は、とくに次の３点に重点をおいて授業をすすめていく。 

１）課題テクストの予習（テクスト内容の正確な理解とそれに対する自分の意見の構築） 

２）ディスカッション（他者の意見を聞き，自分の意見を論理的に述べ，議論を深める） 

３）課題のテーマに関連するトピックについて調査，考察し，口頭発表，および小レポートをまとめる。 

口頭発表は，グループで議論し共同で完成させる。各自が自分のテーマについて書く小レポートは，互いに評価・批評すること

で，レポートを書く方法，論理的な文の書き方について学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

夏休み課題に関するディスカッション 

2. 協同学習①-1 

3. 協同学習①-2（グループ発表） 

4. 協同学習①-3 

5. レポートの書き方①、ピア・レビュー 

6. 協同学習②-1   

7. 協同学習②-2（グループ発表） 

8. 協同学習②-3 

9. レポートの書き方②、ピア・レビュー、最終発表グループ分け  

10. 最終発表準備 

11. プレゼンテーション・ワークショップ 

12. クラス発表会 

13. ピア・レビュー 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業参加度(40%)/小レポート(10%)/課題図書レポート(10%)/協同学習(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「基礎演習Ａ」を参照。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の詳細については, 初回に配付される講義内容を参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM045 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習２ 

(Basic Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
佐竹 晶子(SATAKE AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎演習Ａ」で身につけた力をさらに伸ばし，情報リテラシー，論理的思考を磨き，さらに，議論， 発表，レポートなど，それぞれ

に適切な形で発信する方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「協働学習」形式を継続し，論理的思考， 議論の方法，口頭発表およびレポート執筆の方法を引き続き学んでいく。秋

学期は、とくに次の３点に重点をおいて授業をすすめていく。 

１）課題テクストの予習（テクスト内容の正確な理解とそれに対する自分の意見の構築） 

２）ディスカッション（他者の意見を聞き，自分の意見を論理的に述べ，議論を深める） 

３）課題のテーマに関連するトピックについて調査，考察し，口頭発表，および小レポートをまとめる。 

口頭発表は，グループで議論し共同で完成させる。各自が自分のテーマについて書く小レポートは，互いに評価・批評すること

で，レポートを書く方法，論理的な文の書き方について学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

夏休み課題に関するディスカッション 

2. 協同学習①-1 

3. 協同学習①-2（グループ発表） 

4. 協同学習①-3 

5. レポートの書き方①、ピア・レビュー 

6. 協同学習②-1   

7. 協同学習②-2（グループ発表） 

8. 協同学習②-3 

9. レポートの書き方②、ピア・レビュー、最終発表グループ分け  

10. 最終発表準備 

11. プレゼンテーション・ワークショップ 

12. クラス発表会 

13. ピア・レビュー 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業参加度(40%)/小レポート(10%)/課題図書レポート(10%)/協同学習(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「基礎演習Ａ」を参照。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の詳細については, 初回に配付される講義内容を参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM046 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習２ 

(Basic Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
小峯 茂嗣(KOMINE SHIGETSUGU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎演習Ａ」で身につけた力をさらに伸ばし，情報リテラシー，論理的思考を磨き，さらに，議論， 発表，レポートなど，それぞれ

に適切な形で発信する方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「協働学習」形式を継続し，論理的思考， 議論の方法，口頭発表およびレポート執筆の方法を引き続き学んでいく。秋

学期は、とくに次の３点に重点をおいて授業をすすめていく。 

１）課題テクストの予習（テクスト内容の正確な理解とそれに対する自分の意見の構築） 

２）ディスカッション（他者の意見を聞き，自分の意見を論理的に述べ，議論を深める） 

３）課題のテーマに関連するトピックについて調査，考察し，口頭発表，および小レポートをまとめる。 

口頭発表は，グループで議論し共同で完成させる。各自が自分のテーマについて書く小レポートは，互いに評価・批評すること

で，レポートを書く方法，論理的な文の書き方について学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

夏休み課題に関するディスカッション 

2. 協同学習①-1 

3. 協同学習①-2（グループ発表） 

4. 協同学習①-3 

5. レポートの書き方①、ピア・レビュー 

6. 協同学習②-1   

7. 協同学習②-2（グループ発表） 

8. 協同学習②-3 

9. レポートの書き方②、ピア・レビュー、最終発表グループ分け  

10. 最終発表準備 

11. プレゼンテーション・ワークショップ 

12. クラス発表会 

13. ピア・レビュー 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業参加度(40%)/小レポート(10%)/課題図書レポート(10%)/協同学習(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「基礎演習Ａ」を参照。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の詳細については, 初回に配付される講義内容を参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM047 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習２ 

(Basic Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎演習Ａ」で身につけた力をさらに伸ばし，情報リテラシー，論理的思考を磨き，さらに，議論， 発表，レポートなど，それぞれ

に適切な形で発信する方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「協働学習」形式を継続し，論理的思考， 議論の方法，口頭発表およびレポート執筆の方法を引き続き学んでいく。秋

学期は、とくに次の３点に重点をおいて授業をすすめていく。 

１）課題テクストの予習（テクスト内容の正確な理解とそれに対する自分の意見の構築） 

２）ディスカッション（他者の意見を聞き，自分の意見を論理的に述べ，議論を深める） 

３）課題のテーマに関連するトピックについて調査，考察し，口頭発表，および小レポートをまとめる。 

口頭発表は，グループで議論し共同で完成させる。各自が自分のテーマについて書く小レポートは，互いに評価・批評すること

で，レポートを書く方法，論理的な文の書き方について学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

夏休み課題に関するディスカッション 

2. 協同学習①-1 

3. 協同学習①-2（グループ発表） 

4. 協同学習①-3 

5. レポートの書き方①、ピア・レビュー 

6. 協同学習②-1   

7. 協同学習②-2（グループ発表） 

8. 協同学習②-3 

9. レポートの書き方②、ピア・レビュー、最終発表グループ分け  

10. 最終発表準備 

11. プレゼンテーション・ワークショップ 

12. クラス発表会 

13. ピア・レビュー 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業参加度(40%)/小レポート(10%)/課題図書レポート(10%)/協同学習(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「基礎演習Ａ」を参照。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の詳細については, 初回に配付される講義内容を参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ことばと人間 

(Language and Culture) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山, 小山, 森, 河合, 師岡, 高山, 石川, 川﨑, 高橋, 池田, ハートレー, 武田 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異文化コミュニケーション学部における導入科目であり、言語およびコミュニケーションの研究についての基本的な知識を得るこ

とを目標とする。担当教員がそれぞれの専門分野について入門的な内容を講義することで、異文化コミュニケーション学部でなに

をどのように学ぶのか、履修者が自分で考え判断する機会と材料を提供することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目は輪講形式で行われ、担当教員がコミュニケーション研究、通訳翻訳研究、言語研究、英語教育、日本語教育の分野に

ついて講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：異文化コミュニケーション学部で何を学ぶか 

2. 輪講①（コミュニケーション研究） 

3. 輪講②（コミュニケーション研究） 

4. 輪講③（コミュニケーション研究） 

5. 輪講④（言語研究・英語教育） 

6. 輪講⑤（言語研究・英語教育） 

7. 輪講⑥（言語研究・英語教育） 

8. 輪講⑦（言語研究・英語教育） 

9. 輪講⑧（言語研究・英語教育） 

10. 輪講⑨（日本語教育） 

11. 輪講⑩（日本語教育） 

12. 輪講⑪（通訳翻訳研究） 

13. 輪講⑫（通訳翻訳研究） 

14. まとめ、最終レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の参加および課題(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ことばと人間 

(Language and Culture) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山, 小山, 灘光, 森, 師岡, 高山, 鳥飼, 高橋, 川﨑, 池田, ハートレー, 松下 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異文化コミュニケーション学部における導入科目であり、言語およびコミュニケーションの研究についての基本的な知識を得るこ

とを目標とする。担当教員がそれぞれの専門分野について入門的な内容を講義することで、異文化コミュニケーション学部でなに

をどのように学ぶのか、履修者が自分で考え判断する機会と材料を提供することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目は輪講形式で行われ、担当教員がコミュニケーション研究、通訳翻訳研究、言語研究、英語教育、日本語教育の分野に

ついて講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：異文化コミュニケーション学部で何を学ぶか 

2. 輪講①（コミュニケーション研究） 

3. 輪講②（コミュニケーション研究） 

4. 輪講③（コミュニケーション研究） 

5. 輪講④（言語研究・英語教育） 

6. 輪講⑤（言語研究・英語教育） 

7. 輪講⑥（言語研究・英語教育） 

8. 輪講⑦（言語研究・英語教育） 

9. 輪講⑧（言語研究・英語教育） 

10. 輪講⑨（日本語教育） 

11. 輪講⑩（日本語教育） 

12. 輪講⑪（通訳翻訳研究） 

13. 輪講⑫（通訳翻訳研究） 

14. まとめ、最終レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の参加および課題(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／地域・文化研究入門 

(Introduction to Area and Cultural Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
石井, 石坂, 奥野, 黒岩, 新野, 中川, 浜崎, 星野, 細井, カズンズ，イ，小倉 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2012～2015 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異文化コミュニケーション学部における導入科目であり、グローバル・スタディーズの研究についての基本的な知識と多元的な視

点を得ることを目標とする。担当教員がそれぞれの専門分野について入門的な内容を講義することで、異文化コミュニケーション

学部で何をどのように学ぶのか、履修者が自ら考え判断する機会と材料を提供することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目は輪講形式で行われ、担当教員が文化、歴史、文学、芸術、文化人類学、国際協力、サステナビリティの分野について講

義を行う。専門分野と研究テーマごとに、多元的かつ多様な方法論に触れることができる。毎回それぞれの講義にもとづく課題が

出され、それに取り組むことによって広い視野と複眼的な思考能力を身につけていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入＆輪講① 

2. 輪講② 

3. 輪講③ 

4. 輪講④ 

5. 輪講⑤ 

6. 輪講⑥ 

7. 輪講⑦ 

8. 輪講⑧ 

9. 輪講⑨ 

10. 輪講⑩ 

11. 輪講⑪ 

12. 輪講⑫ 

13. 輪講⑬ 

14. 最終課題レポート試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業において適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の参加及び課題(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

指定課題の詳細については、各回の担当教員の指示に従うこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業において適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM054 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／地域・文化研究入門 

(Introduction to Area and Cultural Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
石井, 石坂, 奥野, 小倉, カプリオ，黒岩, 新野, 細井, 浜崎, 星野, 山口, 佐竹 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2012～2015 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異文化コミュニケーション学部における導入科目であり、グローバル・スタディーズの研究についての基本的な知識と多元的な視

点を得ることを目標とする。担当教員がそれぞれの専門分野について入門的な内容を講義することで、異文化コミュニケーション

学部で何をどのように学ぶのか、履修者が自ら考え判断する機会と材料を提供することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目は輪講形式で行われ、担当教員が文化、歴史、文学、芸術、文化人類学、国際協力、サステナビリティの分野について講

義を行う。専門分野と研究テーマごとに、多元的かつ多様な方法論に触れることができる。毎回それぞれの講義にもとづく課題が

出され、それに取り組むことによって広い視野と複眼的な思考能力を身につけていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入＆輪講① 

2. 輪講② 

3. 輪講③ 

4. 輪講④ 

5. 輪講⑤ 

6. 輪講⑥ 

7. 輪講⑦ 

8. 輪講⑧ 

9. 輪講⑨ 

10. 輪講⑩ 

11. 輪講⑪ 

12. 輪講⑫ 

13. 輪講⑬ 

14. 最終課題レポート試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業において適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の参加及び課題(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

指定課題の詳細については、各回の担当教員の指示に従うこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業において適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM057 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／言語学入門 

(Introduction to Linguistics) 

担当者名 

（Instructor） 
川﨑 晶子(KAWASAKI AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語の構造や機能に関する基礎知識を持ち，身近な言語現象に関して言語学的な観点から説明することができる。言語の普遍

性と多様性について理解し，母語や様々な言語の特徴を対比してその違いや共通点について考えることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

音の研究，構造の解明，普遍性の追求，実際の言語運用の分析，社会での言語の役割，文化と言語の関係などについて，教科

書を軸にしながらもさまざまな身近な例を紹介し，ことばを研究するということはどういうことかが具体的に理解できるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ことばを科学する：観察，記述，調査，他 

2. 言語の特性  

3. 音１：音声学 

4. 音２：音韻論 

5. 体系１：形態論 

6. 体系２：統語論 

7. 言語学の諸分野  

8. 意味１：意味論 

9. 意味２：認知言語学 ＜中間テスト＞ 

10. 運用１：語用論，談話分析 

11. 運用２：社会言語学   

12. 多様性と普遍性：言語と社会・文化，人類言語学 

13. まとめ：異文化コミュニケーションの言語学 

14. レポート 1 分発表  ＜レポート提出＞  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回を除き，授業開始時に前回の授業の復習として用語クイズをおこなう。準備学習の指示等は授業時および必要に応じて

Blackboardで行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/用語クイズ、リアクションペーパー等を含む授業参加(50%)/中間テスト（用語テスト等）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐久間淳一他、2004、『言語学入門』、研究社 

授業で配布するプリント 

 

参考文献（Readings） 

授業で順次紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM058 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／コミュニケーション入門 

(Introduction to Communication) 

担当者名 

（Instructor） 
師岡 淳也(MOROOKA JUNYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コミュニケーション研究の入門コース。具体的な到達目標は以下の通り。 

１）コミュニケーション学の歴史、隣接分野との共通点や相違点、主要領域を理解し、説明することができる。 

２）コミュニケーション学における基礎的な理論や研究アプローチを理解し、身の回りのコミュニケーションの観察、分析に役立て

ることができる。 

３）コミュニケーションをめぐる社会的諸相を学ぶことで、より自覚的にコミュニケーションに向き合えるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずは、コミュニケーションの分類や機能、コミュニケーション学の歴史や主要領域など、コミュニケーション学の概要を紹介する。

その後、各領域のアプローチについて主に事例研究を通して理解を深めていく。講義形式の授業ではあるが、適宜ディスカッショ

ンや演習などを取り入れていくので、積極的な授業参加が求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業オリエンテーション、コミュニケーションの定義、コミュニケーションを研究する意義 

2. コミュニケーションの分類と機能 

3. コミュニケーション学の歴史と主な研究領域 

4. コミュニケーション教育：コミュニケーション能力をめぐる議論を中心に 

5. 対人コミュニケーション論（その１） 

6. 対人コミュニケーション論（その２） 

7. 説得コミュニケーション論（その１） 

8. 説得コミュニケーション論（その２） 

9. 異文化コミュニケーション論（その１） 

10. 異文化コミュニケーション論（その２） 

11. メディア・コミュニケーション論（その１） 

12. メディア・コミュニケーション論（その２） 

13. 組織コミュニケーション論（その１） 

14. 組織コミュニケーション論（その２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/中間テスト(20%)/ポップクイズ（5%×4)(20%)/授業参加（含む、授業内課題）(30%) 

出席は単位修得の前提であり、評価の対象ではない。単位修得には 75％以上の出席が必要。 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 板場良久･池田理知子、2011、『よくわかるコミュニケーション学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623059577) 

2. Goodbye, A. K., & Shultz, K.. 2013. <I>Introduction to Communication Studies: Translating Scholarship into Meaningful 

Practice </I>. Kendall Hunt (ISBN:978-1465214058) 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM059 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／文化研究入門 

(Introduction to Cultural Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
浜崎 桂子(HAMAZAKI KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本科目はグローバル・スタディーズ領域の基礎科目である。文化研究、特にカルチュラル・スタディーズの歴史や方法、問題意

識を理解する。さらに、カルチュラル・スタディーズの概念を用いて、各領域におけるテーマの選び方や分析の視点などについて

も学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 文化とは、地域社会や集団を構成する人々が共有する表象体系であり、その人々の行動の規範となることが多い。当然のこと

ながら異文化との交流により、また時代とともに変化する。 

授業では異文化コミュニケーション学部において特定地域の文化を研究する方法を学ぶ。文化とは何かを考えるところから始

め、各種事例により文化の固有性と多様性について学び、現代の多文化社会のあり方を検討する。講義内容に関連した記事・論

文等を読み，討論することで自らの立ち位置を確認し、比較研究の視点を身につける。講義で取り上げるテーマに関連した研究

課題を設定し、資料収集の上考察して研究発表を行い、成果を学期末リポートにまとめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化研究とは何か（文明と文化、カルチュラル・スタディーズ） 

2. 文化と言語（言語学、記号論） 

3. 文化と社会（アイデンティティーの確立と継承） 

4. 文化と宗教（布教と倫理） 

5. 文化とジェンダー（女性、人権） 

6. 文化と身体（食、動植物、死生観） 

7. 文化と国家（アイルランドの場合） 

8. 日本文化 ①建築と美術（フランク・ロイド・ライトと狩野友信） 

9. 文化と教育（図書館でアーサー・ロイド絵入り英訳書等の貴重書を見学予定） 

10. 文化と移動（「文化」と「文化」の間） 

11. 日本文化 ②和歌、漢詩、現代文学 

12. 日本文化 ③神道について（ゲストスピーカー 明治神宮権禰 門崎泰輔氏） 

13. 研究発表 

14. 総括（学期末リポート提出） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への参加(30%)/課題・研究発表など(40%)/学期末リポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. クリス・ロジェク著、渡辺潤・佐藤生実訳、2009 年、『カルチュラル・スタディーズを学ぶ人のために』、世界思想社 

上記文献に目を通しておくこと。そのほかは，テーマごとに授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM063 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／コミュニケーションセミナー３Ａ（英語） 

(Communication Seminar 3A (English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Literature and gender 

担当者名 

（Instructor） 
山田 久美子(YAMADA KUMIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will listen to lectures, read texts, watch films, discuss, and thus increase awareness of gender-related issues 

represented in literature.  They will gain knowledge about the cultural context of each work and the role played by gender, and 

thus learn to better understand and express their view on current gender issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Literature from various nations, including Japan, will be the object of comparative study.  Students will read literary texts in 

English and take turns to coordinate the discussion, conduct independent research on gender issues, and write a mid-term 

paper on a work of choice.  There will be a final test. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to gender studies 

2. Gender and children's literature 

   <I>Momotaro, the story of Peach Boy</I> , <I>Grimm's Fairy Tales</I>  

3. Gender and poetry 

  “An Extract” by Sappho (c.650 BC), “A Suttee” by Letitia Elizabeth Landon (1802-1838) 

4. Family, marriage, maternity 

   <I>Peter Pan</I>  by John Barrie 

5. Gender and religion 

   “Clay” by James Joyce 

6. Gender and race  

   <I>The Color Purple</I>  (excerpts) by Alice Walker 

7. Gender and legends 

   <I>Kwaidan</I>  by Lafcadio Hearn 

8. Gender bending in Japan 

   <I>Quaint Stories of Samourais</I>  by Saikaku Ihara 

   Mid-term paper due 

9. Gender and women at work  

  "Albert Nobbs" by George Moore 

10. Gender and drama 

   "Trifles" by Susan Glaspell 

11. Gender and immigrant literature 

   <I>The Ballad of Yachiyo</I>  (excerpts) by Philip Kan Gotanda 

12. Gender and contemporary literature 

   "Blind Willow, Sleeping Woman"  by Haruki Murakami 

13. Gender in Shakespeare 

   <I>Twelfth Night</I> by William Shakespeare 

14. Test; Wrap-up 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students download from Blackboard and read the texts before coming to class. 

For the discussion session, the student in charge prepares discussion questions on a particular text. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation(30%)/Class activity, assignments, mid-term paper(40%)/Final Test(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None.  Reading materials will be distributed through Blackboard. 



 - 46 - 

 

参考文献（Readings） 

<I>Literature and Gender</I> , Lizbeth Goodman ed., London: Routledge, 1996. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

It is recommended that the student’s English level is at or above 

TOEFL(iBT) 68, TOEFL(PBT) 520, IELTS 5.5, or TOEIC 650. 
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■DM080 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー日本語６Ａ 

(Communication Seminar Japanese 6A) 

担当者名 

（Instructor） 
草木 美智子(KUSAKI MICHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者対象 

外国人留学生入試による入学者：自動登録，その他の学生：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中級前半で修得した文型や語彙の 4 技能における運用能力を高め、それらを大学生活の中で正確に、流ちょうに使うことができ

るようになる。さらに、大学での学びに必要なより高度な文型や語彙、レポート作成スキル、プレゼンテーションスキルなどを総合

的に学び、実際の授業の場で使えるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、読む・聞く・話す・書くの 4 技能と文型や語彙などの総合的な力をつけることをめざし、各授業では、次のようなこと

を扱う。まず「読む」授業では、論説文やエッセイ、新聞記事など様々なタイプのテキストの読解を扱う。「聞く」「話す」授業では、テ

レビニュースなど時事的な話題の聞き取りや、社会問題などについて自分の意見を発表する方法を扱う。「書く」授業では、800

字から 1200 字のレポート作成を行い、使われるパターンや語彙などを扱っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、授業の進め方 

2. 各技能の説明とタスク１ 

3. 各技能の説明とタスク２ 

4. 各技能の説明とタスク３ 

5. 各技能の説明とタスク４ 

6. 各技能の説明とタスク５ 

7. 中間評価 

8. 各技能の説明とタスク６ 

9. 各技能の説明とタスク７ 

10. 各技能の説明とタスク８ 

11. 各技能の説明とタスク９ 

12. 各技能の説明とタスク 10 

13. 最終評価 

14. 最終評価のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では、毎回 課題を課すので、指定された期日までにしっかりと取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(30%)/課題(20%)/中間評価(20%)/最終評価(30%) 

評価については各授業によって異なる場合があるので初回の授業で確認すること 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材で実施する。 

 

参考文献（Readings） 

必要なものは適宜授業で伝える。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、発表やディスカッションなども積極的に取り入れて実施するため、自発的で積極的な受講態度が求められる。 

毎回の課題や中間評価、期末評価については、次回の授業で実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM081 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー日本語６Ｂ 

(Communication Seminar Japanese 6B) 

担当者名 

（Instructor） 
数野 恵理(KAZUNO ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者対象 

外国人留学生入試による入学者：自動登録，その他の学生：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中級前半で修得した文型や語彙の 4 技能における運用能力を高め、それらを大学生活の中で正確に、流ちょうに使うことができ

るようになる。さらに、大学での学びに必要なより高度な文型や語彙、レポート作成スキル、プレゼンテーションスキルなどを総合

的に学び、実際の授業の場で使えるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、読む・聞く・話す・書くの 4 技能と文型や語彙などの総合的な力をつけることをめざし、各授業では、次のようなこと

を扱う。まず「読む」授業では、論説文やエッセイ、新聞記事など様々なタイプのテキストの読解を扱う。「聞く」「話す」授業では、テ

レビニュースなど時事的な話題の聞き取りや、社会問題などについて自分の意見を発表する方法を扱う。「書く」授業では、800

字から 1200 字のレポート作成を行い、使われるパターンや語彙などを扱っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、授業の進め方 

2. 各技能の説明とタスク１ 

3. 各技能の説明とタスク２ 

4. 各技能の説明とタスク３ 

5. 各技能の説明とタスク４ 

6. 各技能の説明とタスク５ 

7. 中間評価 

8. 各技能の説明とタスク６ 

9. 各技能の説明とタスク７ 

10. 各技能の説明とタスク８ 

11. 各技能の説明とタスク９ 

12. 各技能の説明とタスク 10 

13. 最終評価 

14. 最終評価のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では、毎回 課題を課すので、指定された期日までにしっかりと取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(30%)/課題(20%)/中間評価(20%)/最終評価(30%) 

評価については各授業によって異なる場合があるので初回の授業で確認すること 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材で実施する。 

 

参考文献（Readings） 

必要なものは適宜授業で伝える。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、発表やディスカッションなども積極的に取り入れて実施するため、自発的で積極的な受講態度が求められる。 

毎回の課題や中間評価、期末評価については、次回の授業で実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM082 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー日本語６Ｃ 

(Communication Seminar Japanese 6C) 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 孝子(HASEGAWA TAKAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者対象 

外国人留学生入試による入学者：自動登録，その他の学生：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中級前半で修得した文型や語彙の 4 技能における運用能力を高め、それらを大学生活の中で正確に、流ちょうに使うことができ

るようになる。さらに、大学での学びに必要なより高度な文型や語彙、レポート作成スキル、プレゼンテーションスキルなどを総合

的に学び、実際の授業の場で使えるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、読む・聞く・話す・書くの 4 技能と文型や語彙などの総合的な力をつけることをめざし、各授業では、次のようなこと

を扱う。まず「読む」授業では、論説文やエッセイ、新聞記事など様々なタイプのテキストの読解を扱う。「聞く」「話す」授業では、テ

レビニュースなど時事的な話題の聞き取りや、社会問題などについて自分の意見を発表する方法を扱う。「書く」授業では、800

字から 1200 字のレポート作成を行い、使われるパターンや語彙などを扱っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、授業の進め方 

2. 各技能の説明とタスク１ 

3. 各技能の説明とタスク２ 

4. 各技能の説明とタスク３ 

5. 各技能の説明とタスク４ 

6. 各技能の説明とタスク５ 

7. 中間評価 

8. 各技能の説明とタスク６ 

9. 各技能の説明とタスク７ 

10. 各技能の説明とタスク８ 

11. 各技能の説明とタスク９ 

12. 各技能の説明とタスク 10 

13. 最終評価 

14. 最終評価のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では、毎回 課題を課すので、指定された期日までにしっかりと取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(30%)/課題(20%)/中間評価(20%)/最終評価(30%) 

評価については各授業によって異なる場合があるので初回の授業で確認すること 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材で実施する。 

 

参考文献（Readings） 

必要なものは適宜授業で伝える。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、発表やディスカッションなども積極的に取り入れて実施するため、自発的で積極的な受講態度が求められる。 

毎回の課題や中間評価、期末評価については、次回の授業で実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM083 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー日本語６Ｄ 

(Communication Seminar Japanese 6D) 

担当者名 

（Instructor） 
長島 明子(NAGASHIMA AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者対象 

外国人留学生入試による入学者：自動登録，その他の学生：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中級前半で修得した文型や語彙の 4 技能における運用能力を高め、それらを大学生活の中で正確に、流ちょうに使うことができ

るようになる。さらに、大学での学びに必要なより高度な文型や語彙、レポート作成スキル、プレゼンテーションスキルなどを総合

的に学び、実際の授業の場で使えるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、読む・聞く・話す・書くの 4 技能と文型や語彙などの総合的な力をつけることをめざし、各授業では、次のようなこと

を扱う。まず「読む」授業では、論説文やエッセイ、新聞記事など様々なタイプのテキストの読解を扱う。「聞く」「話す」授業では、テ

レビニュースなど時事的な話題の聞き取りや、社会問題などについて自分の意見を発表する方法を扱う。「書く」授業では、800

字から 1200 字のレポート作成を行い、使われるパターンや語彙などを扱っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、授業の進め方 

2. 各技能の説明とタスク１ 

3. 各技能の説明とタスク２ 

4. 各技能の説明とタスク３ 

5. 各技能の説明とタスク４ 

6. 各技能の説明とタスク５ 

7. 中間評価 

8. 各技能の説明とタスク６ 

9. 各技能の説明とタスク７ 

10. 各技能の説明とタスク８ 

11. 各技能の説明とタスク９ 

12. 各技能の説明とタスク 10 

13. 最終評価 

14. 最終評価のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では、毎回 課題を課すので、指定された期日までにしっかりと取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(30%)/課題(20%)/中間評価(20%)/最終評価(30%) 

評価については各授業によって異なる場合があるので初回の授業で確認すること 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材で実施する。 

 

参考文献（Readings） 

必要なものは適宜授業で伝える。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、発表やディスカッションなども積極的に取り入れて実施するため、自発的で積極的な受講態度が求められる。 

毎回の課題や中間評価、期末評価については、次回の授業で実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM084 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー日本語６Ｅ 

(Communication Seminar Japanese 6E) 

担当者名 

（Instructor） 
草木 美智子(KUSAKI MICHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者対象 

外国人留学生入試による入学者：自動登録，その他の学生：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中級前半で修得した文型や語彙の 4 技能における運用能力を高め、それらを大学生活の中で正確に、流ちょうに使うことができ

るようになる。さらに、大学での学びに必要なより高度な文型や語彙、レポート作成スキル、プレゼンテーションスキルなどを総合

的に学び、実際の授業の場で使えるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、読む・聞く・話す・書くの 4 技能と文型や語彙などの総合的な力をつけることをめざし、各授業では、次のようなこと

を扱う。まず「読む」授業では、論説文やエッセイ、新聞記事など様々なタイプのテキストの読解を扱う。「聞く」「話す」授業では、テ

レビニュースなど時事的な話題の聞き取りや、社会問題などについて自分の意見を発表する方法を扱う。「書く」授業では、800

字から 1200 字のレポート作成を行い、使われるパターンや語彙などを扱っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、授業の進め方 

2. 各技能の説明とタスク１ 

3. 各技能の説明とタスク２ 

4. 各技能の説明とタスク３ 

5. 各技能の説明とタスク４ 

6. 各技能の説明とタスク５ 

7. 中間評価 

8. 各技能の説明とタスク６ 

9. 各技能の説明とタスク７ 

10. 各技能の説明とタスク８ 

11. 各技能の説明とタスク９ 

12. 各技能の説明とタスク 10 

13. 最終評価 

14. 最終評価のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では、毎回 課題を課すので、指定された期日までにしっかりと取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(30%)/課題(20%)/中間評価(20%)/最終評価(30%) 

評価については各授業によって異なる場合があるので初回の授業で確認すること 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材で実施する。 

 

参考文献（Readings） 

必要なものは適宜授業で伝える。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、発表やディスカッションなども積極的に取り入れて実施するため、自発的で積極的な受講態度が求められる。 

毎回の課題や中間評価、期末評価については、次回の授業で実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM085 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー日本語６Ｆ 

(Communication Seminar Japanese 6F) 

担当者名 

（Instructor） 
井上 玲子(INOUE REIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者対象 

外国人留学生入試による入学者：自動登録，その他の学生：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中級前半で修得した文型や語彙の 4 技能における運用能力を高め、それらを大学生活の中で正確に、流ちょうに使うことができ

るようになる。さらに、大学での学びに必要なより高度な文型や語彙、レポート作成スキル、プレゼンテーションスキルなどを総合

的に学び、実際の授業の場で使えるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、読む・聞く・話す・書くの 4 技能と文型や語彙などの総合的な力をつけることをめざし、各授業では、次のようなこと

を扱う。まず「読む」授業では、論説文やエッセイ、新聞記事など様々なタイプのテキストの読解を扱う。「聞く」「話す」授業では、テ

レビニュースなど時事的な話題の聞き取りや、社会問題などについて自分の意見を発表する方法を扱う。「書く」授業では、800

字から 1200 字のレポート作成を行い、使われるパターンや語彙などを扱っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、授業の進め方 

2. 各技能の説明とタスク１ 

3. 各技能の説明とタスク２ 

4. 各技能の説明とタスク３ 

5. 各技能の説明とタスク４ 

6. 各技能の説明とタスク５ 

7. 中間評価 

8. 各技能の説明とタスク６ 

9. 各技能の説明とタスク７ 

10. 各技能の説明とタスク８ 

11. 各技能の説明とタスク９ 

12. 各技能の説明とタスク 10 

13. 最終評価 

14. 最終評価のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では、毎回 課題を課すので、指定された期日までにしっかりと取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(30%)/課題(20%)/中間評価(20%)/最終評価(30%) 

評価については各授業によって異なる場合があるので初回の授業で確認すること 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材で実施する。 

 

参考文献（Readings） 

必要なものは適宜授業で伝える。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、発表やディスカッションなども積極的に取り入れて実施するため、自発的で積極的な受講態度が求められる。 

毎回の課題や中間評価、期末評価については、次回の授業で実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM086 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー日本語６Ｇ 

(Communication Seminar Japanese 6G) 

担当者名 

（Instructor） 
数野 恵理(KAZUNO ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者対象 

外国人留学生入試による入学者：自動登録，その他の学生：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中級前半で修得した文型や語彙の 4 技能における運用能力を高め、それらを大学生活の中で正確に、流ちょうに使うことができ

るようになる。さらに、大学での学びに必要なより高度な文型や語彙、レポート作成スキル、プレゼンテーションスキルなどを総合

的に学び、実際の授業の場で使えるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、読む・聞く・話す・書くの 4 技能と文型や語彙などの総合的な力をつけることをめざし、各授業では、次のようなこと

を扱う。まず「読む」授業では、論説文やエッセイ、新聞記事など様々なタイプのテキストの読解を扱う。「聞く」「話す」授業では、テ

レビニュースなど時事的な話題の聞き取りや、社会問題などについて自分の意見を発表する方法を扱う。「書く」授業では、800

字から 1200 字のレポート作成を行い、使われるパターンや語彙などを扱っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、授業の進め方 

2. 各技能の説明とタスク１ 

3. 各技能の説明とタスク２ 

4. 各技能の説明とタスク３ 

5. 各技能の説明とタスク４ 

6. 各技能の説明とタスク５ 

7. 中間評価 

8. 各技能の説明とタスク６ 

9. 各技能の説明とタスク７ 

10. 各技能の説明とタスク８ 

11. 各技能の説明とタスク９ 

12. 各技能の説明とタスク 10 

13. 最終評価 

14. 最終評価のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では、毎回 課題を課すので、指定された期日までにしっかりと取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(30%)/課題(20%)/中間評価(20%)/最終評価(30%) 

評価については各授業によって異なる場合があるので初回の授業で確認すること 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材で実施する。 

 

参考文献（Readings） 

必要なものは適宜授業で伝える。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、発表やディスカッションなども積極的に取り入れて実施するため、自発的で積極的な受講態度が求められる。 

毎回の課題や中間評価、期末評価については、次回の授業で実施する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 54 - 

■DM087 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー日本語６Ｈ 

(Communication Seminar Japanese 6H) 

担当者名 

（Instructor） 
長島 明子(NAGASHIMA AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者対象 

外国人留学生入試による入学者：自動登録，その他の学生：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中級前半で修得した文型や語彙の 4 技能における運用能力を高め、それらを大学生活の中で正確に、流ちょうに使うことができ

るようになる。さらに、大学での学びに必要なより高度な文型や語彙、レポート作成スキル、プレゼンテーションスキルなどを総合

的に学び、実際の授業の場で使えるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、読む・聞く・話す・書くの 4 技能と文型や語彙などの総合的な力をつけることをめざし、各授業では、次のようなこと

を扱う。まず「読む」授業では、論説文やエッセイ、新聞記事など様々なタイプのテキストの読解を扱う。「聞く」「話す」授業では、テ

レビニュースなど時事的な話題の聞き取りや、社会問題などについて自分の意見を発表する方法を扱う。「書く」授業では、800

字から 1200 字のレポート作成を行い、使われるパターンや語彙などを扱っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、授業の進め方 

2. 各技能の説明とタスク１ 

3. 各技能の説明とタスク２ 

4. 各技能の説明とタスク３ 

5. 各技能の説明とタスク４ 

6. 各技能の説明とタスク５ 

7. 中間評価 

8. 各技能の説明とタスク６ 

9. 各技能の説明とタスク７ 

10. 各技能の説明とタスク８ 

11. 各技能の説明とタスク９ 

12. 各技能の説明とタスク 10 

13. 最終評価 

14. 最終評価のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では、毎回 課題を課すので、指定された期日までにしっかりと取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(30%)/課題(20%)/中間評価(20%)/最終評価(30%) 

評価については各授業によって異なる場合があるので初回の授業で確認すること 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材で実施する。 

 

参考文献（Readings） 

必要なものは適宜授業で伝える。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、発表やディスカッションなども積極的に取り入れて実施するため、自発的で積極的な受講態度が求められる。 

毎回の課題や中間評価、期末評価については、次回の授業で実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM088 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー日本語４－５Ａ 

(Communication Seminar Japanese 4-5A) 

担当者名 

（Instructor） 
小森 由里(KOMORI YURI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者対象 

外国人留学生入試による入学者：自動登録，その他の学生：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初級で修得した文型や語彙の 4技能における運用能力を高め、それらを大学生活の中で正確に、流ちょうに使うことができるよ

うになる。さらに、大学での学びに必要なより高度な文型や語彙、レポート作成スキル、プレゼンテーションスキルなどを総合的に

学び、実際の授業の場で使えるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、読む・聞く・話す・書くの 4 技能と文型や語彙などの総合的な力をつけることをめざし、各授業では、次のようなこと

を扱う。まず「読む」授業では、1000 字から 1500 字程度の雑誌記事、新聞記事など様々なタイプのテキストの読解を扱う。「聞く」

「話す」授業では、わかりやすく自分の意見を伝えることに重点を置いた授業を行う。「書く」授業では、それまでの語彙や文型を

使って正確でねじれのない一文を作成することを中心に、短い文章の中で使われるパターンや語彙などを扱っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、授業の進め方 

2. 各技能の説明とタスク１ 

3. 各技能の説明とタスク２ 

4. 各技能の説明とタスク３ 

5. 各技能の説明とタスク４ 

6. 各技能の説明とタスク５ 

7. 中間評価 

8. 各技能の説明とタスク６ 

9. 各技能の説明とタスク７ 

10. 各技能の説明とタスク８ 

11. 各技能の説明とタスク９ 

12. 各技能の説明とタスク 10 

13. 最終評価 

14. 最終評価のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では、毎回 課題を課すので、指定された期日までにしっかりと取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(30%)/課題(20%)/中間評価(20%)/最終評価(30%) 

評価については各授業によって異なる場合があるので初回の授業で確認すること 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材で実施する。 

 

参考文献（Readings） 

必要なものは適宜授業で伝える。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、発表やディスカッションなども積極的に取り入れて実施するため、自発的で積極的な受講態度が求められる。 

毎回の課題や中間評価、期末評価については、次回の授業で実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM089 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー日本語４－５Ｂ 

(Communication Seminar Japanese 4-5B) 

担当者名 

（Instructor） 
小林 友美(KOBAYASHI TOMOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者対象 

外国人留学生入試による入学者：自動登録，その他の学生：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初級で修得した文型や語彙の 4技能における運用能力を高め、それらを大学生活の中で正確に、流ちょうに使うことができるよ

うになる。さらに、大学での学びに必要なより高度な文型や語彙、レポート作成スキル、プレゼンテーションスキルなどを総合的に

学び、実際の授業の場で使えるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、読む・聞く・話す・書くの 4 技能と文型や語彙などの総合的な力をつけることをめざし、各授業では、次のようなこと

を扱う。まず「読む」授業では、1000 字から 1500 字程度の雑誌記事、新聞記事など様々なタイプのテキストの読解を扱う。「聞く」

「話す」授業では、わかりやすく自分の意見を伝えることに重点を置いた授業を行う。「書く」授業では、それまでの語彙や文型を

使って正確でねじれのない一文を作成することを中心に、短い文章の中で使われるパターンや語彙などを扱っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、授業の進め方 

2. 各技能の説明とタスク１ 

3. 各技能の説明とタスク２ 

4. 各技能の説明とタスク３ 

5. 各技能の説明とタスク４ 

6. 各技能の説明とタスク５ 

7. 中間評価 

8. 各技能の説明とタスク６ 

9. 各技能の説明とタスク７ 

10. 各技能の説明とタスク８ 

11. 各技能の説明とタスク９ 

12. 各技能の説明とタスク 10 

13. 最終評価 

14. 最終評価のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では、毎回 課題を課すので、指定された期日までにしっかりと取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(30%)/課題(20%)/中間評価(20%)/最終評価(30%) 

評価については各授業によって異なる場合があるので初回の授業で確認すること 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材で実施する。 

 

参考文献（Readings） 

必要なものは適宜授業で伝える。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、発表やディスカッションなども積極的に取り入れて実施するため、自発的で積極的な受講態度が求められる。 

毎回の課題や中間評価、期末評価については、次回の授業で実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM090 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／コミュニケーションセミナー日本語Ａ 

(Communication Seminar Japanese A) 

担当者名 

（Instructor） 
日本語教育センター教員 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本での生活、日本の大学での生活に必要な基礎的な日本語力を身につける。具体的には、基礎的な語彙や文型を理解し、そ

れを実際の生活の中で実践的に使うことのできる能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、読む・聞く・話す・書くの 4 技能と文型や語彙などの総合的な力をつけることをめざし、各授業では、次のようなこと

を扱う。まず「読む」授業では、400 字から 1000 字程度のテキストの読解を扱う。「聞く」「話す」授業では、既習の語彙や文型を使

った内容の聞き取りや、それを使って自分の言いたいことを正確に伝えることに重点を置いた授業を行う。「書く」授業では、それ

までの語彙や文型を使って正確でねじれのない一文を作成することを中心に、短い文章の中で使われるパターンや語彙などを扱

っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、授業の進め方 

2. 各技能の説明とタスク１ 

3. 各技能の説明とタスク２ 

4. 各技能の説明とタスク３ 

5. 各技能の説明とタスク４ 

6. 各技能の説明とタスク５ 

7. 中間評価 

8. 各技能の説明とタスク６ 

9. 各技能の説明とタスク７ 

10. 各技能の説明とタスク８ 

11. 各技能の説明とタスク９ 

12. 各技能の説明とタスク 10 

13. 最終評価 

14. 最終評価のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では、毎回 課題を課すので、指定された期日までにしっかりと取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(30%)/課題(20%)/中間評価(20%)/最終評価(30%) 

評価については各授業によって異なる場合があるので初回の授業で確認すること 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材で実施する。 

 

参考文献（Readings） 

必要なものは適宜授業で伝える。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、発表やディスカッションなども積極的に取り入れて実施するため、自発的で積極的な受講態度が求められる。 

毎回の課題や中間評価、期末評価については、次回の授業で実施する。 

 

注意事項（Notice） 

2016 年度以降入学者対象（学部が履修を推奨する学生のみ） 
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■DM091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／コミュニケーションセミナー日本語Ｂ 

(Communication Seminar Japanese B) 

担当者名 

（Instructor） 
日本語教育センター教員 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本での生活、日本の大学での生活に必要な基礎的な日本語力を身につける。具体的には、基礎的な語彙や文型を理解し、そ

れを実際の生活の中で実践的に使うことのできる能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、読む・聞く・話す・書くの 4 技能と文型や語彙などの総合的な力をつけることをめざし、各授業では、次のようなこと

を扱う。まず「読む」授業では、400 字から 1000 字程度のテキストの読解を扱う。「聞く」「話す」授業では、既習の語彙や文型を使

った内容の聞き取りや、それを使って自分の言いたいことを正確に伝えることに重点を置いた授業を行う。「書く」授業では、それ

までの語彙や文型を使って正確でねじれのない一文を作成することを中心に、短い文章の中で使われるパターンや語彙などを扱

っていく。授業はコミュニケーションセミナー日本語Ａと連携した形で実施される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、授業の進め方 

2. 各技能の説明とタスク１ 

3. 各技能の説明とタスク２ 

4. 各技能の説明とタスク３ 

5. 各技能の説明とタスク４ 

6. 各技能の説明とタスク５ 

7. 中間評価 

8. 各技能の説明とタスク６ 

9. 各技能の説明とタスク７ 

10. 各技能の説明とタスク８ 

11. 各技能の説明とタスク９ 

12. 各技能の説明とタスク 10 

13. 最終評価 

14. 最終評価のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では、毎回 課題を課すので、指定された期日までにしっかりと取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(30%)/課題(20%)/中間評価(20%)/最終評価(30%) 

評価については各授業によって異なる場合があるので初回の授業で確認すること 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材で実施する。 

 

参考文献（Readings） 

必要なものは適宜授業で伝える。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、発表やディスカッションなども積極的に取り入れて実施するため、自発的で積極的な受講態度が求められる。授業

はコミュニケーションセミナー日本語Ａと密接に連携して実施されるので、Ａ，Ｂの同時履修が望ましい。 

毎回の課題や中間評価、期末評価については、次回の授業で実施する。 

 

注意事項（Notice） 

2016 年度以降入学者対象（学部が履修を推奨する学生のみ） 
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■DM092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／コミュニケーションセミナー日本語Ａ 

(Communication Seminar Japanese A) 

担当者名 

（Instructor） 
日本語教育センター教員 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本での生活、日本の大学での生活に必要な基礎的な日本語力を身につける。具体的には、基礎的な語彙や文型を理解し、そ

れを実際の生活の中で実践的に使うことのできる能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、読む・聞く・話す・書くの 4 技能と文型や語彙などの総合的な力をつけることをめざし、各授業では、次のようなこと

を扱う。まず「読む」授業では、400 字から 1000 字程度のテキストの読解を扱う。「聞く」「話す」授業では、既習の語彙や文型を使

った内容の聞き取りや、それを使って自分の言いたいことを正確に伝えることに重点を置いた授業を行う。「書く」授業では、それ

までの語彙や文型を使って正確でねじれのない一文を作成することを中心に、短い文章の中で使われるパターンや語彙などを扱

っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、授業の進め方 

2. 各技能の説明とタスク１ 

3. 各技能の説明とタスク２ 

4. 各技能の説明とタスク３ 

5. 各技能の説明とタスク４ 

6. 各技能の説明とタスク５ 

7. 中間評価 

8. 各技能の説明とタスク６ 

9. 各技能の説明とタスク７ 

10. 各技能の説明とタスク８ 

11. 各技能の説明とタスク９ 

12. 各技能の説明とタスク 10 

13. 最終評価 

14. 最終評価のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では、毎回 課題を課すので、指定された期日までにしっかりと取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(30%)/課題(20%)/中間評価(20%)/最終評価(30%) 

評価については各授業によって異なる場合があるので初回の授業で確認すること 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材で実施する。 

 

参考文献（Readings） 

必要なものは適宜授業で伝える。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、発表やディスカッションなども積極的に取り入れて実施するため、自発的で積極的な受講態度が求められる。 

毎回の課題や中間評価、期末評価については、次回の授業で実施する。 

 

注意事項（Notice） 

2016 年度以降入学者対象（学部が履修を推奨する学生のみ） 
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■DM093 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／コミュニケーションセミナー日本語Ｂ 

(Communication Seminar Japanese B) 

担当者名 

（Instructor） 
日本語教育センター教員 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本での生活、日本の大学での生活に必要な基礎的な日本語力を身につける。具体的には、基礎的な語彙や文型を理解し、そ

れを実際の生活の中で実践的に使うことのできる能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、読む・聞く・話す・書くの 4 技能と文型や語彙などの総合的な力をつけることをめざし、各授業では、次のようなこと

を扱う。まず「読む」授業では、400 字から 1000 字程度のテキストの読解を扱う。「聞く」「話す」授業では、既習の語彙や文型を使

った内容の聞き取りや、それを使って自分の言いたいことを正確に伝えることに重点を置いた授業を行う。「書く」授業では、それ

までの語彙や文型を使って正確でねじれのない一文を作成することを中心に、短い文章の中で使われるパターンや語彙などを扱

っていく。授業はコミュニケーションセミナー日本語Ａと連携した形で実施される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、授業の進め方 

2. 各技能の説明とタスク１ 

3. 各技能の説明とタスク２ 

4. 各技能の説明とタスク３ 

5. 各技能の説明とタスク４ 

6. 各技能の説明とタスク５ 

7. 中間評価 

8. 各技能の説明とタスク６ 

9. 各技能の説明とタスク７ 

10. 各技能の説明とタスク８ 

11. 各技能の説明とタスク９ 

12. 各技能の説明とタスク 10 

13. 最終評価 

14. 最終評価のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では、毎回 課題を課すので、指定された期日までにしっかりと取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(30%)/課題(20%)/中間評価(20%)/最終評価(30%) 

評価については各授業によって異なる場合があるので初回の授業で確認すること 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材で実施する。 

 

参考文献（Readings） 

必要なものは適宜授業で伝える。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、発表やディスカッションなども積極的に取り入れて実施するため、自発的で積極的な受講態度が求められる。授業

はコミュニケーションセミナー日本語Ａと密接に連携して実施されるので、Ａ，Ｂの同時履修が望ましい。 

毎回の課題や中間評価、期末評価については、次回の授業で実施する。 

 

注意事項（Notice） 

2016 年度以降入学者対象（学部が履修を推奨する学生のみ） 
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■DM121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー１Ｂ（ド語） 

(Communication Seminar 1B (German)) 

担当者名 

（Instructor） 
ブリール，Ｒ．(BRIEL,RITA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1623 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

1 年次：自動登録 

２年次以上：科目コード登録 

2015 年度以前入学者は必修科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

｢読む・書く・聞く・話す」の４つの技能のうち，「聞く・話す」能力養成の入門クラス。ドイツ語に初めて接する人を対象に初歩的な会

話の習得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

週１回のドイツ語ネイティブ教員による授業。ドイツ語によるコミュニケーション力の基礎を固めるため，日常会話に必要な表現，

正しい発音を身につける練習をするとともに，基礎的な文法事項を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：ドイツ語に慣れる 

2. 導入：あいさつ，自己紹介 

3. 導入：人の名前，街の名前をたずねる 

4. カフェで：出会う，会話を始める 

5. カフェで：飲み物の名前 

6. カフェで：注文をする 

7. 数字を使う：値段，電話番号，ユーロ 

8. 復習：小テスト 

9. 教室での言葉：辞書を使う 

10. 教室での言葉：名詞の性と数，冠詞１ 

11. 教室での言葉：名詞の性と数，冠詞２ 

12. 教室での言葉：人物について説明をする１ 

13. 教室での言葉：人物について説明をする２ 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。宿題・復習などの自主学習を積極的に行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度や提出物など(50%)/随時実施する小テストおよび最終テストなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Funk/Kuhn. <I>Studio [21] A1 Teilband 1</I>. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520530-6) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第１回の授業の際に，教科書を持参すること。 

会話練習，グループワークなどを中心に授業をすすめる。宿題・復習などの自主学習を積極的に行うこと。 

小テスト，課題については随時授業内でフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー１Ｂ（フ語） 

(Communication Seminar 1B (French)) 

担当者名 

（Instructor） 
カリオ，Ｖ．Ｃ．(CARIO,VINCENT CHARLE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1623 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

1 年次：自動登録 

２年次以上：科目コード登録 

2015 年度以前入学者は必修科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

｢読む・書く・聞く・話す」の４つの技能のうち， 「聞く・話す」能力養成の入門クラス。フランス語に初めて接する人を対象に初歩的

な会話の習得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

週１回の授業。原則として，ネイティヴ教員が担当する。発音から始まる初歩的な訓練を少人数の学生に向けて行う。また，全学

共通科目「フランス語基礎１」（週２回）では，日本人教員により初級文法を中心に学ぶが，両者は有機的に結びつけられており，

文法の時間に理解した内容を，ここでは口頭表現，聴解，作文などのさまざまな訓練をとおして実践的な能力として定着させる仕

組みになっている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス語の基礎／自己紹介をする１ 

2. 自己紹介をする２／住んでいるところや出身地について話す１ 

3. 住んでいるところや出身地について話す２ 

4. 交通手段について話す１ 

5. 交通手段について話す２／アルバイトについて話す１ 

6. アルバイトについて話す２ 

7. ペットについて話す１ 

8. ペットについて話す２／科目・先生について話す１ 

9. 科目・先生について話す２ 

10. 食べ物について話す１ 

11. 食べ物について話す２／家事について話す１ 

12. 家事について話す２ 

13. 家族について話す１ 

14. 家族について話す２／まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Bruno VANNIEUWENHUYSE 他、2012、『<I>Moi, je... コミュニケーション</I>』、ALMA Editeur 

 

参考文献（Readings） 

『ディコ仏和辞典』『プログレッシブ仏和辞典』 

『クラウン仏和辞典』など，紙媒体の初心者用辞書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業時に前回授業のフィードバックをする。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー１Ｂ（ス語） 

(Communication Seminar 1B (Spanish)) 

担当者名 

（Instructor） 
モンターニョ(MONTANO MUNOZ J. A.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1623 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

1 年次：自動登録 

２年次以上：科目コード登録 

2015 年度以前入学者は必修科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「読む・書く・聞く・話す」の４つの技能のうち、「聞く・話す」能力養成の入門クラス。スペイン語に初めて接する人を対象に、初歩

的な会話の習得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

原則としてスペイン語を母語とする教員が担当し、授業でも極力スペイン語のみを使用する。受講者は明確に意思表示する心構

えをもって臨むこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アルファベット・発音・挨拶 

2. 自己紹介・数字 

3. 動詞 ser の使い方 

4. 形容詞の使い方 

5. 疑問詞・指示詞 

6. 動詞 ser と、存在・位置を表す estar 

7. 中間テスト 

8. 動詞の現在形・前置詞 

9. 時刻・曜日・スケジュール 

10. tener の使い方 

11. 家族の紹介 

12. hay と estar の用法 

13. 理由と目的・おすすめ 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全学共通科目「スペイン語基礎１」の内容を復習しておくこと。人名・地名を含むスペイン語圏の常識に触れておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度・積極性(40%)/各種テスト・提出物(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. MOYANO LOPEZ, Juan Carlos; GARCIA RUIZ-CASTILLO, Carlos; ＆ HIROYASU Yoshimi. 2018. <I>¡Muy Bien! 1</I>. 

Editorial Asahi (ISBN:978-4-255-55094-7) 

その他プリント配布。 

 

参考文献（Readings） 

英西辞典など。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー１Ｂ（中国語） 

(Communication Seminar 1B (Chinese)) 

担当者名 

（Instructor） 
王 紅艶(WANG HONGYAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1623 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

1 年次：自動登録 

２年次以上：科目コード登録 

2015 年度以前入学者は必修科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

｢読む・書く・聞く・話す」の４つの技能のうち， 「聞く・話す」能力養成の入門クラス。中国語に初めて接する人を対象に初歩的な会

話の習得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国語の表音文字である「ピンイン」をマスターする。「ピンイン」を正しく発音し，聞いた音を「ピンイン」で表記する練習を徹底的

に行う。単なる音から言葉，簡単な会話文へと教材をステップ・アップさせ，聴解力と会話力を高める練習をする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 声調と単母音 

2. 子音と複母音 

3. 母音と声調の変化 

4. 復習 

5. 動詞「是」，「吗」と「呢」疑問文 

6. 動詞述語文，疑問詞疑問文，「的」の使い方 

7. 会話練習，リスニング練習，復習  

8. 形容詞述語文，助動詞「想」と「要」 

9. 存在の「有」と「在」，方位詞，反復疑問文 

10. 会話練習，リスニング練習，復習 

11. 数詞，量詞，完了の「了」，二重目的語 

12. 時間の表現，変化の「了」，連動文，選択疑問文 

13. 会話練習，リスニング練習，復習 

14. 総復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(30%)/授業内に指示した提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 南勇、2018、『チャレンジ一年生の中国語』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-45242-5) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じ，適宜教室で示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー１Ｂ（朝鮮語） 

(Communication Seminar 1B (Korean)) 

担当者名 

（Instructor） 
崔 先鎬(CHOI SEONHO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1623 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

1 年次：自動登録 

２年次以上：科目コード登録 

2015 年度以前入学者は必修科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「読む・書く・聞く・話す」の４つの技能のうち，「聞く・話す」能力養成の入門クラス。朝鮮語に初めて接する人を対象に初歩的な会

話の習得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

最初は, 朝鮮語の文字を確実にマスターし, 正しく発音できるようにする｡ 発音の規則についても単語やフレーズを覚える中で身

につけていく｡ 次に, 簡単なあいさつから始めて, 疑問文・否定文の基本的な形を会話で応用できるようにし, 過去形まで使いこ

なせるようにマスターする｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音練習１ 

2. 文字と発音練習２ 

3. 文字と発音練習３ 

4. 文字と発音練習４ 

5. 会話練習１ 

6. 会話練習２ 

7. 会話練習３ 

8. 会話練習４ 

9. 会話練習５ 

10. 会話練習６ 

11. 会話練習７ 

12. 会話練習８ 

13. 会話練習９ 

14. 復習とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。特に復習をきちんと行い，単語の正確な発音を身に付けられるよう努力すること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(60%)/小テストや最終テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配付する｡ 

 

参考文献（Readings） 

『朝鮮語辞典』 (小学館 1993) 電子辞書も可 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー２Ｄ（ド語） 

(Communication Seminar 2D (German)) 

担当者名 

（Instructor） 
ブリール，Ｒ．(BRIEL,RITA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1623 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

1 年次：自動登録 

２年次以上：科目コード登録 

2015 年度以前入学者は必修科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，「読む・書く・聞く・話す」の４つの技能のうち，「聞く・話す」能力養成に重点を置いて，ドイツ語の習得を目指

す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

週１回のドイツ語ネイティブ教員による授業。ドイツ語によるコミュニケーション力の基礎を固めるため，日常会話に必要な表現，

正しい発音を身につける練習をするとともに，基礎的な文法事項を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 復習：導入 

2. 都市と国：街と観光地について話す１ 

3. 都市と国：街と観光地について話す２ 

4. 都市と国：国とことばの名前１ 

5. 都市と国：国とことばの名前２ 

6. 都市と国：ドイツ語圏の住まい１ 

7. 都市と国：ドイツ語圏の住まい２ 

8. 小テスト 

9. 人と住まい：家を描写する。形容詞を使う１ 

10. 人と住まい：家を描写する。形容詞を使う２ 

11. 人と住まい：部屋と家具１ 

12. 人と住まい：部屋と家具２ 

13. 人と住まい：文化比較 

14. 復習：授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。宿題・復習などの自主学習を積極的に行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度や提出物など(50%)/随時実施する小テストおよび最終テストなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Funk/Kuhn. <I>Studio [21] A1 Teilband 1</I>. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520530-6) 

コミュニケーションセミナー1B と同じ教科書を使う。新たに購入の必要なし。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第１回の授業の際に，教科書を持参すること。 

会話練習，グループワークなどを中心に授業をすすめる。宿題・復習などの自主学習を積極的に行うこと。 

小テスト，課題については随時授業内でフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー２Ｄ（フ語） 

(Communication Seminar 2D (French)) 

担当者名 

（Instructor） 
カリオ，Ｖ．Ｃ．(CARIO,VINCENT CHARLE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1623 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

1 年次：自動登録 

２年次以上：科目コード登録 

2015 年度以前入学者は必修科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，「読む・書く・聞く・話す」の４つの技能のうち，「聞く・話す」能力養成に重点を置いて，フランス語の習得を目指

す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

週１回の授業。原則として，ネイティヴ教員が担当する。口頭表現，聴解，作文について学び，さらに簡単な日常会話の枠を超え

て，フランス語による表現力を養成する。また，全学共通科目「フランス語基礎２」（週２回）では，日本人教員により初級文法を中

心に学ぶが，そこで学ぶ文法事項に沿ったかたちで，フランス語の文章を構造的に理解し，発音矯正，聞き取り，書き取り，会

話，作文などの訓練を具体的なテーマを設定しながら，少人数で行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション／クラブ活動について話す１ 

2. クラブ活動について話す２／習慣について話す１ 

3. 習慣について話す２ 

4. 週末の過ごし方について話す１ 

5. 週末の過ごし方について話す２／時間について話す１ 

6. 時間について話す２ 

7. 休暇中の活動について話す１ 

8. 休暇中の活動について話す２／経験について話す１ 

9. 経験について話す２ 

10. 地理について話す１ 

11. 地理について話す２／天候について話す１ 

12. 天候について話す２ 

13. 過去について話す１ 

14. 過去について話す２／まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Bruno VANNIEUWENHUYSE 他、2012、『<I>Moi, je... コミュニケーション</I>』、ALMA Editeur 

 

参考文献（Readings） 

中級以降も使用可能な辞書については担当者が説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業時に前回授業のフィードバックをする。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー２Ｄ（ス語） 

(Communication Seminar 2D (Spanish)) 

担当者名 

（Instructor） 
モンターニョ(MONTANO MUNOZ J. A.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1623 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

1 年次：自動登録 

２年次以上：科目コード登録 

2015 年度以前入学者は必修科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「読む・書く・聞く・話す」の４つの技能のうち、「聞く・話す」能力養成の入門クラス。スペイン語に初めて接する人を対象に、初歩

的な会話の習得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

原則としてスペイン語を母語とする教員が担当し、授業でも極力スペイン語のみを使用する。受講者は明確に意思表示する心構

えをもって臨むこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 動詞＋不定詞・動詞 gustar, encantar, interesar 

2. 予定と招待 

3. 不規則活用する動詞・序数 

4. ショッピング 

5. 動詞 saber と poder・動詞 ser/estar＋形容詞 

6. レストラン、カフェテリア、バルで 

7. 中間テスト 

8. 代名動詞・天気 

9. 日常生活 

10. 動詞 estar+形容詞・動詞 tener＋名詞 

11. 点過去と線過去規則活用 

12. 現在完了規則活用 

13. アドバイス・旅行・行った場所 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全学共通科目「スペイン語基礎１」の内容を復習しておくこと。人名・地名を含むスペイン語圏の常識に触れておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度・積極性(40%)/各種テスト・提出物(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. MOYANO LOPEZ, Juan Carlos; GARCIA RUIZ-CASTILLO, Carlos; ＆ HIROYASU Yoshimi. 2018. <I>¡Muy Bien! 1</I>. 

Editorial Asahi (ISBN:978-4-255-55094-7) 

その他プリント配付 

 

参考文献（Readings） 

英西辞典など 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM136 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー２Ｄ（中国語） 

(Communication Seminar 2D (Chinese)) 

担当者名 

（Instructor） 
王 紅艶(WANG HONGYAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1623 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

1 年次：自動登録 

２年次以上：科目コード登録 

2015 年度以前入学者は必修科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，「読む・書く・聞く・話す」の４つの技能のうち，「聞く・話す」能力養成に重点を置いて，中国語の習得を目指

す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「ＣＳ１Ｂ」に引き続き，様々な場面で用いる実用的な会話文を教材に，簡単な会話ができる力を身につける。また「ピン

イン」を正確に読み， 聞き取る力も徹底的にトレーニングする。初級文法を学び，聴解力を高めるとともに読解力の養成も行う 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期の学習内容の復習 

2. 時刻の表現，前置詞「在」，動量補語 

3. 人民元の言い方，動詞の連体修飾，前置詞「跟」 

4. 会話練習，リスニング練習 

5. 可能を表す助動詞，動作の進行表現，様態補語 

6. 方向補語，前置詞「从」「到」「离」，時量補語 

7. 会話練習，リスニング練習，復習 

8. 比較の表現，経験を表す表現，近い未来を表す表現 

9. 結果補語，受身文，全面否定の表現，前置詞「向」 

10. 会話練習，リスニング練習 

11. 可能補語，前置詞「对」，使役構文，「把」構文 

12. 存現文，「是〜的」構文，禁止を表す「别」「不要」 

13. 会話練習，リスニング練習，復 

14. 総復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(30%)/授業内に指示した提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 南勇、2018、『チャレンジ一年生の中国語』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-45242-5) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じ，適宜教室で示す 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM138 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー２Ｄ（朝鮮語） 

(Communication Seminar 2D (Korean)) 

担当者名 

（Instructor） 
崔 先鎬(CHOI SEONHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1623 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

1 年次：自動登録 

２年次以上：科目コード登録 

2015 年度以前入学者は必修科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，「読む・書く・聞く・話す」の４つの技能のうち，「聞く・話す」能力養成に重点を置いて，朝鮮語の習得を目指

す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

連体形やさまざまな接尾辞，変則活用などを応用して使うためのトレーニングを行う。ある程度長い文章（会話）についても対応

することができるようにしていく。また，言葉に習熟して聞き取りの基本的な力を高めるとともに，知らない言葉があっても流れをつ

かんで会話を成り立たせることができるようにトレーニングを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 会話練習１ 

2. 会話練習２ 

3. 会話練習３ 

4. 会話練習４ 

5. 会話練習５ 

6. 会話練習６ 

7. 会話練習７ 

8. 会話練習８ 

9. 会話練習９ 

10. 会話練習 10 

11. 会話練習 11 

12. 会話練習 12 

13. 会話練習 13 

14. 復習とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。特に復習をきちんと行い，単語の正確な発音を身に着けられるよう努力すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(60%)/小テストや最終テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 1993、『朝鮮語辞典』、小学館 

電子辞書も可 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／日本語コミュニケーションＣ 

(Japanese Communication C) 

担当者名 

（Instructor） 
浅野 有里(ASANO YURI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者対象 

外国人留学生入試による入学者・９月入学者：自動登録，その他の学生：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生活で必要となる基本的な日本語コミュニケーション能力とは何かを理解し、それが実際の大学生活の中で使えるようにな

る。具体的には、講義を聴いてノートがとれるようになること、ある程度短い時間でリアクションペーパーがまとめられるようになる

こと、講義のレジュメや一定程度の文章が読めるようになること、わかりやすいプレゼンテーションができるようになることを目標と

する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ノート・テーキング、リアクションペーパーのまとめ方、レジュメの読み方・書き方、講義資料の読み方など、大学で学んでいく上で

必要となる日本語コミュニケーションスキルを実践的に扱う。日常生活で使用する日本語と、大学の学びで必要とされる日本語

は、まったく異なるものであるため、使用する語彙、文型など基礎的な事柄から丁寧に扱い、受講者一人一人の日本語の間違い

を修正するとともに、日本語の発信力を高めていく。授業では、読む・書く・話す・聞くをバランスよく扱うが、特に「書く」および「プレ

ゼンテーション」に焦点を当てて授業を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 科目の進め方，オリエンテーション、リアクションペーパーとは何か。 

2. 読解１、リアクションペーパー１ 

3. 読解２、リアクションペーパー２ 

4. 読解３、リアクションペーパー３、ミニ発表 

5. 読解４、リアクションペーパー４、ミニ発表 

6. 読解５、リアクションペーパー５、ミニ発表フィードバック 

7. 読解６、リアクションペーパー６、レポートの書き方１ 

8. 読解７、リアクションペーパー７、レポートの書き方２ 

9. 読解８、レポートの書き方３、プレゼンテーションスキル１ 

10. 読解９、レポートの書き方４、プレゼンテーションスキル２ 

11. 読解 10、レポートの書き方５、プレゼンテーションスキル３ 

12. プレゼンテーション 

13. プレゼンテーション フィードバック 

14. レポートフィードバック、振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業前に読解教材を読んで、予習ノートを作成すること。出された課題には、しっかり取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(30%)/課題(30%)/プレゼンテーション(20%)/レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な教材は授業で指示するほか、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜 授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１）この授業では、プレゼンテーション、ミニ発表などを取り入れて行いますので、積極的な参加態度が必要です。 

２）各課題へのフィードバックは次回の授業で実施します。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 72 - 

■DM140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／日本語コミュニケーションＤ 

(Japanese Communication D) 

担当者名 

（Instructor） 
浅野 有里(ASANO YURI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者対象 

外国人留学生入試による入学者・９月入学者：自動登録，その他の学生：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生活で必要となる基本的な日本語コミュニケーション能力とは何かを理解し、それが実際の大学生活の中で使えるようにな

る。具体的には、講義を聴いてノートがとれるようになること、ある程度短い時間でリアクションペーパーがまとめられるようになる

こと、講義のレジュメや一定程度の文章が読めるようになること、わかりやすいプレゼンテーションができるようになることを目標と

する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ノート・テーキング、リアクションペーパーのまとめ方、レジュメの読み方・書き方、講義資料の読み方など、大学で学んでいく上で

必要となる日本語コミュニケーションスキルを実践的に扱う。日常生活で使用する日本語と、大学の学びで必要とされる日本語

は、まったく異なるものであるため、使用する語彙、文型など基礎的な事柄から丁寧に扱い、受講者一人一人の日本語の間違い

を修正するとともに、日本語の発信力を高めていく。授業では、読む・書く・話す・聞くをバランスよく扱うが、特に「書く」および「プレ

ゼンテーション」に焦点を当てて授業を進める 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 科目の進め方，オリエンテーション。 

2. 読解１、リアクションペーパー１、レポートの書き方１ 

3. 読解２、リアクションペーパー２、レポートの書き方２ 

4. 読解３、リアクションペーパー３、ミニ発表 

5. 読解４、リアクションペーパー４、レポートの書き方３ 

6. 読解５、リアクションペーパー５、レポートの書き方４ 

7. 読解６、リアクションペーパー６、レポートの書き方５ 

8. 読解７、リアクションペーパー７、レポートの書き方６ 

9. 読解８、レポートの書き方７、プレゼンテーションスキル１ 

10. 読解９、レポートの書き方８、プレゼンテーションスキル２ 

11. 読解 10、レポートの書き方９、プレゼンテーションスキル３ 

12. プレゼンテーション 

13. プレゼンテーション フィードバック 

14. レポートフィードバック、振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

読解教材は、授業前に予習して、予習ノートを作成すること。レポート作成やプレゼンテーションの準備は、授業外の時間を使っ

てしっかり行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(30%)/課題(30%)/プレゼンテーション(20%)/レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な場合、授業で指示するが、主にプリント教材を利用する。 

 

参考文献（Readings） 

必要な場合、適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１）この授業では、プレゼンテーション、発表などを積極的に取り入れます。 

２）個々の課題へのフィードバックは次回の授業で実施します。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Seminar in English A 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Discourse, Power and Inequality 

担当者名 

（Instructor） 
グラスゴー(GLASGOW GREGORY PAUL) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2621 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者対象 

定員：30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the time this course is completed, students will be able to: 

 

i) explain how language use in everyday discourse reflects power relations and inequality in society by analysing specific 

examples in everyday life 

ii) develop critical thinking and academic writing skills 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course uses a critical approach to the study of language in society. It aims to show how language can be used to maintain 

power relations and inequality. By using linguistic concepts such as linguistic pragmatics, discourse analysis and argumentation 

theory, students will more deeply understand how everyday language use reflects inequality in gender, race/ethnicity, religion, 

class and other social relationships. Students will also learn about the persuasive power of language in advertising and media 

discourse, and how it may reinforce gender, racial and cultural stereotypes. Finally, students will conduct independent projects 

where they analyse how language is used in a variety of specific real-life situations.  At the end of the course, students will 

become critically aware of how language use sustains and reinforces unequal power relations in spite of increased contemporary 

globalization. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the Course:  What is Discourse? 

2. Linguistic Tools: Introduction to Pragmatics (Reference, Presupposition, Deixis, Implicature) 

3. Linguistic Tools: Argumentation Theory, Discourse Analysis 

4. The Language of "Islamophobia": (Mis)representations of Muslims in Contemporary Media and Politics 

5. Discourse and Gender I: Misogyny in Politics, Gender Stereotypes in Advertising 

6. Discourse and Gender II: Discourse, Gender and the #MeToo Movement  

7. Discourse and U.S. Politics I: The Obama Presidency 

8. Discourse and Politics II: The Japanese Political Gaffe  

9. Explanation of the Midterm Essay 

10. Discourse and U.S. Politics III: Issues in Contemporary Political Discourse in the U.S. 

11. Twitter, Trolling and the Language of Social Media 

12. Language and Race/Ethnicity: Asian-American Stereotypes and the "Model Minority Myth" 

13. Review for Final Exam 

14. Final Exam, Final Paper Submission 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Approximately two hours of study a week will be necessary for this course. Extra reading may be required to prepare for exams 

and final papers. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/Midterm Essay(25%)/Lecture Notes and Class Participation(30%)/Homework(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Yule, George.. 1996. <I>Pragmatics</I>. Oxford (ISBN:978-019-437-207-7) 

Handouts/worksheets will be provided for every class, so students need to keep regular attendance to keep up with the weekly 

class content. 

 

参考文献（Readings） 

Extra readings will be provided in class. 

 



 - 74 - 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

The link to the course Google website will be provided on the first day of class.  Students will be required to check it regularly 

for class updates and class summaries. Students will also be required to have a basic knowledge of how to use Google 

Documents, which will give the instructor a chance to give feedback on the midterm essay. 

 

注意事項（Notice） 

It is recommended that the student’s English level is at or above 

TOEFL(iBT) 68, TOEFL(PBT) 520, IELTS 5.5, or TOEIC 650. 
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■DM142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Seminar in English B 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Comparative Culture and Society 

担当者名 

（Instructor） 
ヴェラスコ(VELASCO DANIEL RAY) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2621 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員：30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The aim of this class is to develop students’ overall English language skills while learning about world cultures and societies. 

Each week, we will discuss one or more broad topics related to culture and society, and apply what we discuss and learn to one 

or more countries.  

 

授業の内容（Course Contents） 

The course is a combination of: brief lectures on pertinent topics related to global issues, culture and cultural differences, and 

international relations; group discussions; and activities in which students are actively engaged in interaction with their 

classmates and the material. The overall goal of the course is to promote critical thinking, self-reflection, and cultural 

awareness. 

 

The class will be conducted entirely in English. Students are expected to speak English at all times, and participate in class and 

small-group discussions. 

 

The Course Schedule below includes the weekly topic, as well as the country we will be focusing on (in parentheses).  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Introduction  

2. Daily Life (Japan) 

3. Traditions and Beliefs (Japan) 

4. Politics (Germany) 

5. Race and Ethnicity (Russia)  

6. Gender (U.S.) 

7. Religion (Italy) 

8. Education (India)  

9. Cultural Identity (France) 

10. Food (Australia) 

11. Clothing/Fashion (China) 

12. Sports/Recreation (various countries in Africa) 

13. Popular Culture (Global) 

14. Final  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to spend time outside of class reading, writing, conducting research, and completing assignments.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation(30%)/In-class assignments (including note-taking)(30%)/Final Presentation(20%)/最終テスト(Final Test)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

There is no textbook for this course. The instructor will provide reading materials throughout the semester. 

 

参考文献（Readings） 

The instructor will provide reading materials--handouts, website links, etc.--throughout the semester. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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It is recommended that the student’s English level is at or above 

TOEFL(iBT) 68, TOEFL(PBT) 520, IELTS 5.5, or TOEIC 650. 
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■DM143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Seminar in English C 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Persuasion for the Responsible Citizen-Speaker 

担当者名 

（Instructor） 
神戸 直樹(KANBE NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2621 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員：30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1) Students will develop their skills and confidence in public speaking and message construction. 

2) Students will be able to analyze and evaluate various persuasive messages and their effects critically. 

3) Students will become sophisticated consumers & producers of messages and responsible citizens through learning and 

discussing key concepts/theories of persuasion.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course attends to theoretical and practical components of persuasion. In particular, it introduces key theories and 

concepts of persuasion/persuasive speaking such as three modes of proof (ethos, logos, pathos), Need, and Motivation. In 

addition, it introduces some of the critical processes of public speaking preparation (e.g., purpose, audience analysis, research, 

organization). Through learning and discussing these theories/concepts and processes, it aims at developing students’ speaking 

and critical thinking skills applicable in a variety of situations and helping them to be ethical and responsible citizen-speakers.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the Course 

2. The Origins of Public Speaking and Citizenship 

3. The Basics of Public Speaking 1) Topic Selection, Speaking Purposes, Thesis & Audience Analysis 

4. The Basics of Public Speaking 2) Organization & Outline 

5. Introduction to Persuasion 

6. Ethos 

7. Logos 

8. Pathos 

9. Motivating the Audience and Motivated Sequence 

10. Persuasive Speaking/Delivery 

11. Speech: Impromptu 

12. Persuasive Bodies and Social Movement 

13. Speech: Persuasive  

14. Speech: Persuasive  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and participation(20%)/Speeches(35%)/Reports(30%)/Quizzes(15%) 

Students need to attend 80% or more of the classes taught to earn a passing grade. 

 

テキスト（Textbooks） 

To be announced in class. 

 

参考文献（Readings） 

1. Larson, C. U.. 2013. <I> Persuasion: Reception and responsibility</I> (13th ed. International ed.). </I>. Cengage 

(ISBN:9781133490531) 

2. Keith, W. M., & Lundberg, C. O.. 2017. <I>Public speaking : Choices and responsibility</I> (2nd ed.). </I>. Cengage 

(ISBN:9781305261648) 

3. Cockcroft, R., & Cockcroft, S.. 2014. <I> Persuading people : An introduction to rhetoric</I> (3rd ed.). </I>. Palgrave 

Macmillan (ISBN:9781137003676) 

To be announced in class. 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

This course was offered as Seminar in English A in 2016.  

 

注意事項（Notice） 

It is recommended that the student’s English level is at or above 

TOEFL(iBT) 68, TOEFL(PBT) 520, IELTS 5.5, or TOEIC 650. 
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■DM144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Seminar in English D 

担当者名 

（Instructor） 
ジョンソン，Ｓ．(JOHNSON STEPHAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2621 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者対象 

定員：30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1) Students will both read texts and listen to lectures about global issues. 

2) Students will evaluate the success of the international organizations. They will be encouraged to think critically about it as 

global students. 

3) In every lesson, students will be encouraged to express their ideas during class discussions 

4) Students will also receive some advice in how to write their ideas, but this will not be a main focus as students are expected 

to be able to write clearly. 

 

For every week, students should: a) review what was covered and discussed in class so that they understand it thoroughly b) 

spend at least an hour on the readings set for the next lesson. 

 

授業の内容（Course Contents） 

An introduction to Global Issues 

 

Course description: 

Using English, students will be able to study academic subjects in a structured way at undergraduate level. A Content and 

Language Integrated Approach will be employed, and you can learn the basic knowledge of the subject and special language 

used in the subject in English. 

 

The course is designed to introduce students to the academic subject of International Relations, Politics, Political Philosophy, 

and the effect that these have on individuals and world events. We will focus on global issues. The class will also include 

readings on a variety of topics related to the main ideas and concepts in international affairs and their relevance to global 

issues and world events. This course is designed for students with an adequate level of speaking, discussion, writing, and 

reading skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to course 

2. Global Issues, Supplementary material  

3. Human Rights, Supplementary material  

4. The United Nations, Supplementary material  

5. International Relations theory 

6. Mid-term Individual presentations 

7. Mid-term Individual presentations  

8. NGO / NPO, Supplementary material  

9. Nuclear Proliferation, Supplementary material  

10. Poverty, Supplementary material  

11. Migration, Supplementary material  

12. Terrorism, Supplementary material  

13. Final Presentations 

14. Final Presentations 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Please refer to the syllabus provided by the instructor in the first class.  Homework will be announced at the end of each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Active class participation and attendance(30%)/Proposal(10%)/Presentation(30%)/Report(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Dan Smith. 2012. <I>State of the World Atlas</I>. Penguin (ISBN:978-0143122654) 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

It is recommended that the student’s English level is at or above 

TOEFL(iBT) 68, TOEFL(PBT) 520, IELTS 5.5, or TOEIC 650. 
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■DM145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Seminar in English E 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Literature and gender 

担当者名 

（Instructor） 
山田 久美子(YAMADA KUMIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2621 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員：30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will listen to lectures, read texts, watch films, discuss, and thus increase awareness of gender-related issues 

represented in literature.  They will gain knowledge about the cultural context of each work and the role played by gender, and 

thus learn to better understand and express their view on current gender issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Literature from various nations, including Japan, will be the object of comparative study.  Students will read literary texts in 

English and take turns to coordinate the discussion, conduct independent research on gender issues, and write a mid-term 

paper on a work of choice.  There will be a final test. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to gender studies 

2. Gender and children's literature 

   <I>Momotaro, the story of Peach Boy</I> , <I>Grimm's Fairy Tales</I>  

3. Gender and poetry 

  “An Extract” by Sappho (c.650 BC), “A Suttee” by Letitia Elizabeth Landon (1802-1838) 

4. Family, marriage, maternity 

   <I>Peter Pan</I>  by John Barrie 

5. Gender and religion 

   “Clay” by James Joyce 

6. Gender and race  

   <I>The Color Purple</I>  (excerpts) by Alice Walker 

7. Gender and legends 

   <I>Kwaidan</I>  by Lafcadio Hearn 

8. Gender bending in Japan 

   <I>Quaint Stories of Samourais</I>  by Saikaku Ihara 

   Mid-term paper due 

9. Gender and women at work  

  "Albert Nobbs" by George Moore 

10. Gender and drama 

   "Trifles" by Susan Glaspell 

11. Gender and immigrant literature 

   <I>The Ballad of Yachiyo</I>  (excerpts) by Philip Kan Gotanda 

12. Gender and contemporary literature 

   "Blind Willow, Sleeping Woman"  by Haruki Murakami 

13. Gender in Shakespeare 

   <I>Twelfth Night</I> by William Shakespeare 

14. Test; Wrap-up 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students download from Blackboard and read the texts before coming to class. 

For the discussion session, the student in charge prepares discussion questions on a particular text. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation(30%)/Class activity, assignments, mid-term paper(40%)/Final Test(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None.  Reading materials will be distributed through Blackboard. 
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参考文献（Readings） 

<I>Literature and Gender</I> , Lizbeth Goodman ed., London: Routledge, 1996. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

It is recommended that the student’s English level is at or above 

TOEFL(iBT) 68, TOEFL(PBT) 520, IELTS 5.5, or TOEIC 650. 
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■DM146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Seminar in English F 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Critical Media Literacy in Japan 

担当者名 

（Instructor） 
呂 イェジ(YEO YEZI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2621 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員：30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course fosters critical thinking and raises awareness on topics about racial diversity, gender equality, and LGBTQI rights in 

Japan. By engaging in popular discourses such as the backlash to mixed-race beauty queens representing Japan, students gain 

deeper understanding of course concepts such as "ethno-nationalism", "othering", "glass-ceiling", "male-gaze", 

"objectification", etc.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This is a discussion-oriented class where students are asked to come to class having read the weekly assigned readings, 

watched assigned films, animes, TV shows, commercials, music videos, etc. and participate in discussions with their classmates. 

Students are also expected to give two in-class presentations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course 

2. Critical Media Literacy 

3. Gender roles, identities, and representations 

4. Racial stereotypes, cultural appropriation, and ethno-nationalism 

5. (Fake) News, social media, and democracy 

6. Mediated International Relations, Idol Soldiers, and Spectacular Security  

7. Artificial Intelligence, drones, and mixed realities 

8. Critically watching visual media 

9. Critically walking media spaces 

10. Critically reading mixed media 

11. Economics of mass media 

12. Governing mass media  

13. The future of mass media and media literacy 

14. Final presentations 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Review of weekly assigned readings, or audio, visual material. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and Participation(30%)/In-class performance(30%)/Individual presentation(10%)/Final group presentation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

NA 

 

参考文献（Readings） 

Readings and media material assigned by the lecturer 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

It is recommended that the student’s English level is at or above 

TOEFL(iBT) 68, TOEFL(PBT) 520, IELTS 5.5, or TOEIC 650. 
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■DM151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM151／ドイツ語Ｌｅｃｔｕｒｅ Ａ 

(Lecture in German A) 

担当者名 

（Instructor） 
岡山 具隆(OKAYAMA TOMOTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3622 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

In diesem Kurs werden komplexere Texte zu kulturellen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Themen gelesen. Auch die 

Hintergrundkentnisse zu den verschiedenen Themen werden erweitert und vertieft. Niveau B1 / B2, oder DDJ 2. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Im Unterricht werden authentische Texte zu landeskundlichen, kulturellen und aktuellen Themen 

(z.B. Zeitungsartikel, Nachrichten, kurze Essays) gelesen. Man lernt dabei sowohl die Strategie des 

groben Lesens als auch die der präzisen Lektüre. In der anschließenden Diskussion über die jeweiligen 

Themen wird auch geübt, auf Deutsch zu argumentieren oder Sachverhalte zu erörtern. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Einführung 

2. Thema1: Wortschatz, Hören, Text lesen 

3. Thema1: Text analysieren, Fragen stellen 

4. Thema1: über das Thema sprechen und schreiben 

5. Thema2: Wortschatz, Hören, Text lesen 

6. Thema2: Text analysieren, Fragen stellen 

7. Thema2: über das Thema sprechen und schreiben 

8. Thema3: Wortschatz, Hören, Text lesen 

9. Thema3: Text analysieren, Fragen stellen 

10. Thema3: über das Thema sprechen und schreiben 

11. Thema4: Wortschatz, Hören, Text lesen 

12. Thema4: Text analysieren, Fragen stellen 

13. Thema4: über das Thema sprechen und schreiben 

14. Evaluation: Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

aktive Teilnahme und Hausaufgabe 毎回の授業への参加度や提出物など(50%)/Mini-Tests und Abschlussprüfung 随時実施す

る小テストおよび最終テストなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Wird im Unterricht verteilt. 

 

参考文献（Readings） 

Hinweise im Unterricht. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は CEFR B1 / B2、ないしはドイツ語技能検定試験 2級以上の語学力を持つ学生を対象としているので、履修に当たっ

ては十分に注意すること。 

授業は、参加者の積極的な参加、議論を中心に行う。映像資料も使用することがある。フィードバックは授業内で随時行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM152／ドイツ語Ｌｅｃｔｕｒｅ Ｂ 

(Lecture in German B) 

担当者名 

（Instructor） 
西尾 悠子(NISHIO YUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3622 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

In diesem Kurs werden komplexere Texte zu kulturellen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Themen gelesen. Auch die 

Hintergrundkentnisse zu den verschiedenen Themen werden erweitert und vertieft. Niveau B1 / B2, oder DDJ 2. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Im Unterricht werden authentische Texte zu landeskundlichen, kulturellen und aktuellen Themen 

(z.B. Zeitungsartikel, Nachrichten, kurze Essays) gelesen. Man lernt dabei sowohl die Strategie des 

groben Lesens als auch die der präzisen Lektüre. In der anschließenden Diskussion über die jeweiligen 

Themen wird auch geübt, auf Deutsch zu argumentieren oder Sachverhalte zu erörtern. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Einführung 

2. Thema1: Wortschatz, Hören, Text lesen 

3. Thema1: Text analysieren, Fragen stellen 

4. Thema1: über das Thema sprechen und schreiben 

5. Thema2: Wortschatz, Hören, Text lesen 

6. Thema2: Text analysieren, Fragen stellen 

7. Thema2: über das Thema sprechen und schreiben 

8. Thema3: Wortschatz, Hören, Text lesen 

9. Thema3: Text analysieren, Fragen stellen 

10. Thema3: über das Thema sprechen und schreiben 

11. Thema4: Wortschatz, Hören, Text lesen 

12. Thema4: Text analysieren, Fragen stellen 

13. Thema4: über das Thema sprechen und schreiben 

14. Evaluation: Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

aktive teilnahme und Hausaufgabe 毎回の授業への参加度や提出物など(50%)/Mini-Tests und Abschlussprüfung 随時実施する

小テストおよび最終テストなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Wird im Unterricht verteilt. 

 

参考文献（Readings） 

Hinweise im Unterricht. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は CEFR B1 / B2、ないしはドイツ語技能検定試験 2級以上の語学力を持つ学生を対象としているので、履修に当たっ

ては十分に注意すること。 

授業は、参加者の積極的な参加、議論を中心に行う。映像資料も使用することがある。フィードバックは授業内で随時行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM153／フランス語Ｌｅｃｔｕｒｅ Ａ 

(Lecture in French A) 

担当者名 

（Instructor） 
リボー，Ｃ．(RIVEAU,CEDRIC) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3622 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Il s'agit d'un cours de civilisation dispensé en français. Le professeur organise les 14 séances autour d'un thème préalablement 

fixé. Chaque cours est l'occasion d'aborder un aspect de la question et de discuter en français avec le professeur et ses 

camarades. Ce cours a pour objectif de fournir aux étudiants les clefs culturelles d'une communication harmonieuse avec les 

francophones. Le niveau DELF B1 ou équivalent est souhaitable. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants aux médias francophones. Par l'intermédiaire de reportages de journaux 

télévisés, nous aborderons différents sujets de société (culture, science, éducation, politique, etc.) 

L'enrichissement du vocabulaire et de la culture générale, l'esprit critique ainsi que la compréhension orale seront mis en avant 

dans un but de préparation aux examens de français dans l'épreuve écrite comme dans l'épreuve orale. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Présentation du cours et entraînement 

2. Premier reportage sur un sujet de société 1 

3. Premier reportage sur un sujet de société 2 

4. Deuxième reportage sur un sujet technologique 1 

5. Deuxième reportage sur un sujet technologique 2 

6. Troisième reportage sur un sujet scientifique 1 

7. Troisième reportage sur un sujet scientifique 2 

8. Quatrième reportage sur un sujet de patrimoine 1 

9. Quatrième reportage sur un sujet de patrimoine 2 

10. Cinquième reportage sur un sujet international 1 

11. Cinquième reportage sur un sujet international 2 

12. Sixième reportage sur un sujet culturel 1 

13. Sixième reportage sur un sujet culturel 2 

14. Bilan sur les différents reportage, critiques et comparaison avec les médias japonais. 

NB : l'ordre des thématiques pourra être sujet à changement 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

La préparation pour la séance suivante sera précisée à la fin de chaque séance.  

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

l'assiduité et la participation 授業への参加度(50%)/des tests et des devoirs 各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Des documents seront distribués en classe. 

 

参考文献（Readings） 

Des ouvrages de référence seront indiqués en fonction des besoins. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者は、DELF/DALF B1、実用フランス語技能検定試験 2 級を取得しているレベルであることが望ましい。 

Il est souhaitable que ceux qui désirent suivre le cours aient obtenu leDELF/DALF B1 ou le DAPF Niveau 2. 

授業時に前回授業のフィードバックをする。 

Un feed-back sera effectué au cours de la séance suivante.  

 

注意事項（Notice） 
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■DM154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM154／フランス語Ｌｅｃｔｕｒｅ Ｂ 

(Lecture in French B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Sociologie de l'interculturalité 

担当者名 

（Instructor） 
デルヴロワ，Ｍ．(DERVELOIS,MICHAEL) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3622 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Il s'agit d'un cours de civilisation dispensé en français. Le professeur organise les 14 séances autour d'un thème préalablement 

fixé. Chaque cours est l'occasion d'aborder un aspect de la question et de discuter en français avec le professeur et ses 

camarades. Ce cours a pour objectif de fournir aux étudiants les clefs culturelles d'une communication harmonieuse avec les 

francophones. Le niveau DELF B1 ou équivalent est souhaitable. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Nous ne cessons de voir la mondialisation de notre quotidien nous soumettre à une prise de conscience toujours plus aigüe du 

rapport à autrui. En conséquence, nous attribuons usuellement à ce dernier le personnage stéréotypé de l'immigré et notre 

hantise d'une communication incertaine avec lui ne fait que renforcer l'écart culturel existant. Le besoin est donc plus que 

jamais essentiel de redécouvrir l'autre dans le but de corriger nos prénotions et de reconsidérer les conditions idéales d'une 

relation interculturelle. On impose au citoyen la lourde responsabilité d'élaborer des stratégies communicationnelles vers 

l'étranger afin d’améliorer ses chances d'une communication encore trop peu optimisée. Cette « interculturalité » comme cadre 

de communication est la nouvelle obsession post-moderne qui conduit à voir sa culture nationale se fondre dans un vaste 

brassage communicationnel. Introduisant une analyse du phénomène interculturel, il s'agit ici de cerner sa portée dans les 

nouvelles dimensions de l’action citoyenne qui s'offrent à l'acteur social. Nous verrons, sous divers angles, dans quelle mesure 

ce cadre de communication est porteur de nouvelles amplitudes à l'expression citoyenne.  

Dans ce séminaire de nature sociologique, nous traiterons de la question interculturelle sous différentes thématiques qui 

susciteront à l'étudiant le désir d'enrichir sa propre idée de ce qu'est pour lui la qualité d'une relation interculturelle, sa 

nécessité, ou même son importunité tout au long du semestre.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction – remise du sujet et méthodologie de la production écrite 

2. Analyse du regard de l'autre sur soi : le choc culturel France/Japon 

3. L'interculturalité dans les médias 

4. L'interculturalité dans les manuels scolaires 

5. L'interculturalité dans le cinéma 

6. L'interculturalité dans la francophonie (1) : les institutions 

7. L'interculturalité dans la francophonie (2) : la littérature francophone 

8. Économie et interculturalité : comparaison France/Japon dans l'organisation du travail 

9. Les religions comme producteurs de modèles interculturels (1) 

10. Les religions comme producteurs de modèles interculturels (2) 

11. La question interculturelle en anthropologie et en sociologie 

12. Anthropologie de l'interculturalité 

13. Sociologie de l'interculturalité 

14. Conclusion – remise des productions écrites 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

La préparation pour la séance suivante sera précisée à la fin de chaque séance.   

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

l'assiduité et la participation 授業への参加度(50%)/des tests et des devoirs 各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Des documents seront distribués en classe. 

 

参考文献（Readings） 
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Des ouvrages de référence seront indiqués en fonction des besoins. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者は、DELF/DALF B1、実用フランス語技能検定試験 2 級を取得しているレベルであることが望ましい。 

Il est souhaitable que ceux qui désirent suivre le cours aient obtenu leDELF/DALF B1 ou le DAPF Niveau 2. 

授業時に前回授業のフィードバックをする。 

Un feed-back sera effectué au cours de la séance suivante.  

 

注意事項（Notice） 
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■DM155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM155／スペイン語Ｌｅｃｔｕｒｅ Ａ 

(Lecture in Spanish A) 

担当者名 

（Instructor） 
ガジェゴ，Ｅ．(GALLEGO Z. EMILIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3622 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

El objetivo de este curso es poner en practica el espanol aprendido en los 

cursos anteriores para establecer una comunicacion fluida y logica sobre 

noticias de actualidad y diversos aspectos de la cultura japonesa. Tambien 

sera una parte importante de este curso la ampliacion de vocabulario para 

reforzar la capacidad comunicativa. 

El objetivo final sera dotar al alumno de las herramientas necesarias para 

progresar en espanol por si mismos y alcanzar un nivel B2 o C1 de la 

Evaluacion Oficial del Conocimiento de la Lengua Espanola. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Uso de articulos de opinion, noticias de television y periodico, mangas en 

espanol,  ensayos y extractos literarios para leer en clase y debatir sobre 

los contenidos de los mismos. Aunque el enfoque principal es la 

comunicacion, tambien profundizaremos puntualmente en aspectos gramaticales 

de nivel superior. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientación / Texto de opinión actual 

2. Noticias: Deportes 

3. Noticias: Sociedad 

4. Noticias: Nacional 

5. Ensayo: Patente de Corso (Reverte) (1) 

6. Ensayo: Patente de Corso (Reverte) (2) 

7. Ensayo: Patente de Corso (Reverte) (3) 

8. Presentaciones individuales y debate 

9. Novela (1): Español literario antiguo 

10. Novela (2): Español literario moderno 

11. Manga (1): Costumbres japonesas en español 

12. Manga (2): Conversaciones cotidianas 

13. La España actual: Video sobre la España actual y debate 

14. Presentaciones individuales 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Los estudiantes deberán tener información sobre noticias de actualidad. También se les pedirá que propongan temas de debate 

y aporten sus propios artículos de prensa. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participación en clase  授業参加(30%)/Presentación intermedia  中間発表(30%)/Presentación final  最終発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.rtve.es/ 

http://elpais.com/ 

http://www.elmundo.es/ 
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http://www.elconfidencial.com 

http://www.elconfidencialdigital.com 

https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/ 

スペイン語技能検定 2～3 級程度のレベルの学生を対象とする。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM156／スペイン語Ｌｅｃｔｕｒｅ Ｂ 

(Lecture in Spanish B) 

担当者名 

（Instructor） 
ラマドリード，Ｍ．(LAMADRID MARCELA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3622 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Reforzar la capacidad práctica y ampliar los conocimientos de vocabulario y de expresión oral y escrita del español, y además 

conocer diferentes aspectos de la cultura hispanohablante en Japón y latinoamericana, para que los alumnos que tengan un 

Grado 2 ó 3 en lectura de la Evaluación Oficial del Conocimiento de la Lengua Española, intenten avanzar más aún en su 

estudio. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Leeremos textos, veremos películas y escucharemos música. Los temas que tratemos en la clase estarán relacionados a los 

hispanohablantes viviendo en Japón y a diferentes aspectos de la cultura latinoamericana. Estudiaremos también gramática y 

expresiones, y los alumnos escribirán resúmenes y expondrán sobre lo que vayan aprendiendo en la clase. Algunas veces, los 

alumnos prepararán una presentación para la clase. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientación de la clase 

2. Los medio de comunicación como revistas, programas por internet y eventos en español que hay en Japón 

3. Los descendientes de japoneses que hablan español en Japón, sus actividades laborales y necesidades educativas 

4. Los descendientes de japoneses en Latinoamérica, la historia de cómo llegaron a Latinoamérica, la vida y la organización 

social que en la actualidad tienen 

5. El interés por la cultura japonesa en Latinoamérica, la cultura pop japonesa en países hispanohablantes y la imagen de 

Japón en Latinoamérica y España 

6. La relación entre Japón y los países hispanohablantes 

7. Presentación de varios temas de los alumnos 

8. Película “un viaje en moto”, Latinoamérica en los 50 y 60 y el significado de este viaje en la vida del Che Guevara 

9. Análisis de la película, la realidad social y política antigua y actual de Latinoamérica 

10. Los problemas sociales en Latinoamérica 

11. Personajes que han ganado el premio nobel de literatura en el mundo del español 

12. Obras literarias más destacadas en el mundo del español 

13. Preparación para el examen final, elección de temas de interés, redacción y elaboración de un texto 

14. Examen final 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Se requiere que los estudiantes investiguen por internet o en la biblioteca sobre temas relacionados a la clase. 

En cada clase se les explicará las tareas que tengan que hacer. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Test final  最終テスト(40%)/Participación en clase  授業への参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Se repartirán copias y cada alumno elaborará su propio material. 

 

参考文献（Readings） 

En clase se les explicará. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スペイン語技能検定 2～3 級程度のレベルの学生を対象とする。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM157／中国語Ｌｅｃｔｕｒｅ Ａ 

(Lecture in Chinese A) 

担当者名 

（Instructor） 
王 紅艶(WANG HONGYAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3622 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  近年来，中国社会在政治，经济，文化等各方面都发生了巨大的变化，人们的生活水平也随之提高，生活方式也随之不断

地改变。访日中国游客的大量增加，以及他们从「爆买」到理性购物的转变，在一定程度上反映了中国人的生活水准及生活态

度的变化。同时，随着访日游客的增加，观光范围的加大，一方面，中国人对日本社会、日本文化的了解越来越深;另一方面，

日本文化对中国人的影响也越来越大。这种现象对中日关系未来的发展有着一定的积极作用。但是，异文化的交流需要互相

了解，知彼知己。因此，为了了解中国的社会和文化，以及中国人的思维和行为方式，这门课通过对涉及中国社会各方面的课

题的学习，使学生能够更加全面地了解中国,加深对中国以及对中国人的理解，以期成为将来中日交流的桥梁。 

 

授業の内容（Course Contents） 

  为了更加全面地了解中国和中国人的生活现状，这门课的内容涉及中国的社会、文化、历史等各个方面，从中国人的吃、

穿、住、行，到网络文化、世界遗产、少数民族、民间交流等各个领域。从「舌尖上的中国」（介绍中国各地饮食文化的电视节

目）可以了解到中国各地不同的饮食文化以及民风。「微信」现已成为中国网民发表言论的一大平台，网络文化在一定意义上

反映了中国的社会现实，以及人们对国内国际问题特别是中日关系的关心。这门课通过了解以上各方面的情况，来分析解读

中国的社会现状。除了讲义以外,还需要学生用视频等发表演讲。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 舌尖上的中国 

2. 便捷的支付方式 

3. 微信的力量 

4. 高铁的发展 

5. 学生发表演讲 

6. 世界遗产及其保护 

7. 中国传统文化概观(1) 

8. 中国传统文化概观(2) 

9. 中国的少数民族 

10. 学生发表演讲 

11. 中国历史上的名人轶事(1) 

12. 中国历史上的名人轶事(2) 

13. 中日民间交流史 

14. 学生发表演讲 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

预习，作业等课外学习内容在每次上课时通知。 

準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

讲义的感想 リアクションペーパー(30%)/作业 授業内に指示した提出物(30%)/期末报告 最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

上课时发复印教材。 

 

参考文献（Readings） 
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上课时另行通知。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講には中国語検定試験 3 級合格以上、あるいは HSK5 級以上のレベルが必要。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM158／中国語Ｌｅｃｔｕｒｅ Ｂ 

(Lecture in Chinese B) 

担当者名 

（Instructor） 
王 紅艶(WANG HONGYAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3622 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  近年来，访日中国游客的大量增加和他们的大量购买行为引起了日本社会的极大关注。一方面，中国人对日本社会、日本

文化的了解越来越深;另一方面，日本文化对中国人的影响也越来越大。这种现象对中日关系未来的发展有着积极的作用。但

同时,中日关系目前依然处于紧张的局面,两国政府、国民之间仍然存在着互不理解、互不信任的状况。这门课通过对近现代中

日关系中存在的问题，特别是战争遗留问题、民间交流问题等进行深入的分析，使学生能够更加清楚地了解中日两国的历

史，加深对中国以及对中国人的理解，为中日关系成为安定、和谐、可持续发展的两国关系起到桥梁的作用。 

 

授業の内容（Course Contents） 

  中日战争以及太平洋战争中，由于补充兵员以及战争经济的需要，日本国内出现了劳动力严重不足的问题。为了补充国内

日益短缺的劳动力，日本政府从中国强虏了近 4 万名劳工和俘虏带到日本，从事开矿、土木工程、港口搬运等劳动。战争结束

时约 7 千人死在了日本。这就是强虏中国人的问题。战后，在中国政府协助在华日侨回国的背景下，由华侨、在日朝鲜人、日

本的友好人士一起发起了送还中国人遗骨的国民运动。为了感谢日本民间的大力协助，中国红十字会战后首次访日，在没有

恢复邦交的时代开创了「民间先行」的外交模式。冷战结束后的 90 年代初，民主化运动在世界各国逐渐兴起，随之追究战争责

任、要求赔偿的呼声高涨起来。中国受害者也开始向加害企业及日本政府要求谢罪和赔偿。著名的「花冈事件」诉讼的和解为

解决中日间的赔偿问题提供了一个模式。「前事不忘后事之师」，这些战争遗留问题是否能够妥善解决，决定着今后中日关系

的走向，也决定着两国国民之间是否能够真正地相互理解、和平共处。这门课通过上述强虏中国人的历史问题来分析中日关

系发展的障碍，以及民间交流的重要性。除了讲义以外,还需要学生用视频等发表演讲。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 关于战时强虏中国人的问题 

2. 劳工的来源：围捕、收容、训练 

3. 在日本的强制劳动和生活状况 

4. 花冈事件及 BC 级战犯审判 

5. 学生发表演讲 

6. 遗骨送还与红十字会的访日 

7. 雪男－刘连仁及对日诉讼 

8. 90 年代提起的战争责任、战后责任问题 

9. 日本企业与中国受害者的和解(花冈·西松·三菱) 

10. 学生发表演讲 

11. 中国受害者团体在中国的诉讼活动 

12. 援助诉讼的日本市民团体的现状 

13. 民间交流的问题点 

14. 学生发表演讲 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

预习，作业等课外学习内容在每次上课时通知。 

準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

讲义的感想 リアクションペーパー(30%)/作业 授業内に指示した提出物(30%)/期末报告 最終レポート(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

上课时发复印教材。 

 

参考文献（Readings） 

上课时另行通知。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講には中国語検定試験 2 級合格以上、あるいは HSK５級・HSK６級 180 点以上のレベルが必要。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM159／朝鮮語Ｌｅｃｔｕｒｅ Ａ 

(Lecture in Korean A) 

担当者名 

（Instructor） 
崔 先鎬(CHOI SEONHO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3622 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

<KO>한국어능력검정시험 4 급 이상 수료 수준의 한국어운용이 가능한 학생을 대상으로, 높은 수준의 한국어 구사 

능력과 더불어, 한반도 정세에 관해 관심을 높혀감을 목표로 삼습니다.</KO> 

 

授業の内容（Course Contents） 

<KO>신문, 뉴스, 영상자료 등을 이해할 수 있는 청취력과 독해능력을 키우고, 그 어휘와 표현을 활용한 글쓰기, 

말하기 연습을 중심으로 삼을 예정입니다.  이 수업에서는, 한국어를 통한 한반도 정세 파악과 더불어, 정치・사회・ 

문화에 대한 비판적 사고와 분석, 토론 능력을 키워 나가려고 합니다.</KO> 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. <KO>수업 계획 확정</KO> 

2. <KO>발표와 토론 1</KO> 

3. <KO>발표와 토론 2</KO> 

4. <KO>발표와 토론 3</KO> 

5. <KO>발표와 토론 4</KO> 

6. <KO>발표와 토론 5</KO> 

7. <KO>발표와 토론 6</KO> 

8. <KO>발표와 토론 7</KO> 

9. <KO>발표와 토론 8</KO> 

10. <KO>발표와 토론 9</KO> 

11. <KO>발표와 토론 10</KO> 

12. <KO>발표와 토론 11</KO> 

13. <KO>발표와 토론 12</KO> 

14. <KO>총정리 및 마무리</KO> 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

<KO>발표</KO> 発表(50%)/<KO>수업 참여도</KO> 授業への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

<KO>필요에 따라서 프린트 등을 배포할 예정</KO> 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

<JP>受講には韓国語能力検定４級以上のレベルが必要。</JP> 

 

注意事項（Notice） 
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■DM160 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM160／朝鮮語Ｌｅｃｔｕｒｅ Ｂ 

(Lecture in Korean B) 

担当者名 

（Instructor） 
崔 先鎬(CHOI SEONHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3622 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

<KO>한국어능력검정시험 4 급 이상 수료 수준의 한국어운용이 가능한 학생을 대상으로, 높은 수준의 한국어 구사 

능력과 더불어, 한반도 정세에 관해 관심을 높혀감을 목표로 삼습니다.</KO> 

 

授業の内容（Course Contents） 

<KO>신문, 뉴스, 영상자료 등을 이해할 수 있는 청취력과 독해능력을 키우고, 그 어휘와 표현을 활용한 글쓰기, 

말하기 연습을 중심으로 삼을 예정입니다.  이 수업에서는, 한국어를 통한 한반도 정세 파악과 더불어, 정치・사회・ 

문화에 대한 비판적 사고와 분석, 토론 능력을 키워 나가려고 합니다.</KO> 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. <KO>수업 계획 확정</KO> 

2. <KO>발표와 토론 1</KO> 

3. <KO>발표와 토론 2</KO> 

4. <KO>발표와 토론 3</KO> 

5. <KO>발표와 토론 4</KO> 

6. <KO>발표와 토론 5</KO> 

7. <KO>발표와 토론 6</KO> 

8. <KO>발표와 토론 7</KO> 

9. <KO>발표와 토론 8</KO> 

10. <KO>발표와 토론 9</KO> 

11. <KO>발표와 토론 10</KO> 

12. <KO>발표와 토론 11</KO> 

13. <KO>발표와 토론 12</KO> 

14. <KO>총정리 및 마무리</KO> 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

<KO>발표</KO> 発表(50%)/<KO>수업 참여도</KO> 授業への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

<KO>필요에 따라서 프린트 등을 배포할 예정</KO> 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

<JP>受講には韓国語能力検定４級以上のレベルが必要。</JP> 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 98 - 

■DM161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／日本語コミュニケーションＡ 

(Japanese Communication A) 

担当者名 

（Instructor） 
平山 紫帆(HIRAYAMA SHIHO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者対象 

外国人留学生入試による入学者・９月入学者：自動登録，その他の学生：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生活において「相手の話を理解する」，「自分の意見を明確に伝える」ために必要な日本語能力を身につけることを目的とす

る。具体的には、短時間にリアクションペーパーがまとめられるようになること、新書の内容を理解し、要点を簡潔にまとめて発表

できるようになること、論理的なレポートが書けるようになることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

メールの書き方、簡潔なレジュメやリアクションペーパーのまとめ方、わかりやすいプレゼンテーションの仕方など，大学生活で求

められる日本語コミュニケーションスキルを扱う。また，論理的なレポート作成のために必要なスキルを実践的に学んでいく。授業

では，「読む・書く・話す・聞く」を扱うが、特に「書く」および「読む」に焦点を当てて授業を進める。基本的な内容を説明する際に

は，講義も行うが，主としては参加者が積極的に課題に取り組む形で進めるため，積極的な参加態度が求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、リアクションペーパーとは、リアクションペーパー① 

2. ノート・テーキング、レジュメの書き方、リアクションペーパー② 

3. レポートとは、ミニプレゼン①、リアクションペーパー③ 

4. 読解１、メールの書き方、ミニプレゼン②、リアクションペーパー④ 

5. 読解２、レポートの書き方①、ミニプレゼン③、リアクションペーパー⑤ 

6. レポートの書き方②、ミニプレゼン④、リアクションペーパー⑥ 

7. レポートの書き方③、ミニプレゼン⑤、リアクションペーパー⑦ 

8. レポートの書き方④、ミニプレゼン⑥、リアクションペーパー⑧ 

9. レポートの書き方⑤、ミニプレゼン⑦、リアクションペーパー⑨ 

10. レポートの書き方⑥、ミニプレゼン⑧、リアクションペーパー⑩ 

11. プレゼンの方法、PPTの作り方、ミニプレゼン⑨、リアクションペーパー⑪ 

12. プレゼン１、リアクションペーパー⑫ 

13. プレゼン２、リアクションペーパー⑬ 

14. プレゼン３、レポートフィードバック 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/課題(30%)/プレゼンテーション(20%)/レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要なものは教室で指示する 

 

参考文献（Readings） 

適宜 指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、ディスカッション、ミニプレゼンテーションなどを頻繁に取り入れて実施するので、積極的に参加すること。各課題や、

授業ないプレゼンテーションなどについては、次回の授業でフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／日本語コミュニケーションＢ 

(Japanese Communication B) 

担当者名 

（Instructor） 
平山 紫帆(HIRAYAMA SHIHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者対象 

外国人留学生入試による入学者・９月入学者：自動登録，その他の学生：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生活で求められる日本語能力を身につけることを目標とする。基本的には，「相手の話をきちんと理解する」，「自分の意見を

的確に相手に伝えることができる」ために必要な日本語コミュニケーション能力を身につけ，それを使ってコミュニケーションがで

きることを目的とする。具体的には、短時間にリアクションペーパーがまとめられるようになること、論理的なレポートが書けるこ

と、および主張が明確なプレゼンテーションができるようになることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

読解，プレゼンテーション，レポート作成など，実際の大学生活で求められる課題を参加者が実際に行うことを通して，その能力

を身につけていく。長い文章からどのように必要な情報を取り出し，それをレポートにまとめるのか，相手に効果的にメッセージを

伝えるプレゼンテーションとはどのようなものかなどを，実践を通して学んでいくため，参加者の積極的な姿勢が強く求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、リアクションペーパー① 

2. 読解１、リアクションペーパー② 

3. 読解２、リアクションペーパー③ 

4. レポートの書き方①、リアクションペーパー④ 

5. レポートの書き方②、リアクションペーパー⑤ 

6. レポートの書き方③、リアクションペーパー⑥ 

7. レポートの書き方④、リアクションペーパー⑦ 

8. レポートの書き方⑤、リアクションペーパー⑧ 

9. レポートの書き方⑥、リアクションペーパー⑨ 

10. レポートの書き方⑦、リアクションペーパー⑩ 

11. レポートの検討、プレゼンの方法、リアクションペーパー⑪ 

12. プレゼン１、リアクションペーパー⑫ 

13. プレゼン２、リアクションペーパー⑬ 

14. プレゼン３、レポートフィードバック 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜 授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/課題(30%)/プレゼンテーション(20%)/レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要なものは教室で伝える 

 

参考文献（Readings） 

適宜 授業で指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、プレゼンテーションやディスカッションを積極的に取り入れて行うため、主体的な参加態度を求める。授業内プレゼン

や各課題へのフィードバックは次回の授業で実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／諸言語特別演習Ａ 

(Communication Seminar (Intensive) A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アラビア語入門 

担当者名 

（Instructor） 
山本 薫(YAMAMOTO KAORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1622 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
定員：25 名，アラビア語 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・アラビア文字の読み書きができる 

・アラビア語であいさつや簡単な自己紹介ができる 

・年齢や値段など、3 ケタまでの数字がアラビア語で聴きとれる 

 

授業の内容（Course Contents） 

アラビア語は世界 20 カ国以上の公用語で、国連の６つの公用語のひとつにも選ばれている、世界的な言語です。また、一見、複

雑そうなアラビア文字は、実は 30 個程度のアルファベットから成り、アラビア語以外の様々な言語でも用いられています。この授

業では、あいさつや簡単な自己紹介、日常会話などを通じて、アラビア語の基礎を学んでいきます。アラビア文字の読み書きもで

きるように練習していきます。授業内では会話練習を多く行いますので、積極的な授業参加が求められます。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：アラビア語の基礎知識 

2. アラビア文字の仕組み 

3. こんにちは 

4. 元気ですか 

5. 私は～です 

6. 私は～出身です 

7. これは何ですか？ 

8. ～はありますか？ 

9. 何歳ですか？ 

10. いくらですか？ 

11. ～に行きました。 

12. ～に住んでいます 

13. ～を学んでいます 

14. ～が好きです 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内での指示に従って、予習・復習はしっかり行ってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(20%)/課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは授業内でプリントを配布します。 

辞書の購入は必要ありません。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／諸言語特別演習Ｂ 

(Communication Seminar (Intensive) B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マレーシア語 

担当者名 

（Instructor） 
戸加里 康子(TOGARI YASUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1622 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
定員：25 名，マレーシア語 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マレーシア語の基本的な力を身につける。基本となる単語を覚え、さらに現地の人とマレーシア語で簡単な会話や自己紹介がで

きるレベルになることが目標である。  

 

授業の内容（Course Contents） 

マレーシア語を初めて学ぶ人のための入門コース。基本的なフレーズを繰り返し練習し、マレーシア語の基本的な会話を身につ

けていく。またマレーシアに関するビデオなどを見て、マレーシアの社会や文化についても学ぶ。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発音とあいさつ： 

マレーシア語のアルファベットの綴り方、発音の仕方を学習する。「お元気ですか？」「こんにちは」など基本的な挨拶を学習

する。 

2. 基本構文①「これは本です」： 

最も基本的な名詞＋名詞構文と、その否定文、疑問文の作り方を学習する。  

3. 基本構文②「このカレーは辛い」： 

名詞＋形容詞構文、名詞＋動詞構文と、その否定文、疑問文の作り方を学習する。 

4. 前置詞句： 

di（～で）、ke（～へ）、dari（～から）などの前置詞を使った構文を学習する。  

5. いくらですか？： 

疑問詞 berapa（いくつ、いくら）を使った構文と、数字の言い方などを学習する。  

6. 数の数え方： 

前回に続いて数字の言い方や、様々な数を使った表現を学習する。 

7. ～へ行きたい： 

「～したい」という言い方や、その他の助動詞の使い方を学習する。 

8. どうやって？： 

疑問詞 bagaimana（どうやって、どのように）を使った構文と答え方を学習する。  

9. 名前は何ですか？： 

疑問詞 siapa（誰）、apa（何）を使った構文と答え方を学習する。  

10. ～しましょう（勧誘の表現）： 

mari（～しましょう）を使って、相手に何かするよう勧誘する表現を学習する。  

11. ～してください（依頼の表現）： 

tolong（～してください）を使った依頼の表現と、tolong jangan（～しないでください）という柔らかな禁止の表現を学習する。  

12. ～してください（勧誘の表現）： 

sila（～してください）を使った勧誘の表現を学習する。tolong と sila は日本語では同じ「～してください」という意味だが、マレ

ーシア語では依頼と勧誘で使い分ける。その違いを覚える。  

13. ～してもいいですか（依頼・許可の表現）： 

可能や許可を表す boleh を使った疑問文の作り方を学習し、丁寧な依頼文が言えるようにする。  

14. 感嘆の表現： 

形容詞の後に-nya をつける感嘆文の作り方を学習する。また、程度を表す副詞を使った表現を学習する。  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/出席及び授業参加度(40%)/小テスト(30%) 

単位取得のためには、75％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 戸加里 康子、2010、『旅の指さし会話帳〈15〉マレーシア 第二版』、情報センター出版局 (ISBN:4795841934) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Japan Study Program A 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アニメ・マンガから見る日本語・日本文化・日本社会 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 伊久美(OZAWA IKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2623 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員：30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アニメやマンガを通して,日本語や日本の社会・文化について考え,理解を深めることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アニメやマンガを通して日本語や日本文化,社会を考察するテーマを選び、それに関する文献講読やビデオ視聴、講義を通して、

作品を通して考察する方法を学ぶ。文献講読や講義も行うが、テーマについてのディスカッションやプレゼンテーションを多く取り

入れる。 

学期を通して全員がプロジェクト学習に取り組み、学期末には各自が取り上げた作品やテーマについてプレゼンテーションをした

上で、レポートをまとめて提出する。 

マンガ展、マンガ図書館訪問などのフィールドトリップも数回実施する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概要説明と課題の指示 

2. 役割語 

3. マンガの描き方 1 

4. マンガの描き方 2 

5. アニメ制作現場 

6. アニメ・マンガ制作の経営面 

7. メディアミックス・流通 

8. 読者層 

9. 伝記の政治性 

10. アニメと観光 

11. 海外での受容 

12. アニソン 

13. 最終課題報告会 1 

14. 最終課題報告会 2 ＆ 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。文献を読むだけでなく、授業で取り上げるアニメ・マンガ作品の講読・視聴も課題とする予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および参加度(30%)/課題・宿題(40%)/最終プレゼンテーションとレポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しないが,必要なものを適宜配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

このコースでは、以下の日程でフィールドトリップに出る。 

行き先はいずれも東京都内もしくは神奈川・埼玉など近郊都市。ルート詳細は授業内で説明する。 

 

9/22（土） 10 時から 15 時 

10/27（土） 10 時から 15 時 

12/1（土） 10 時から 15 時 

1/12（土） 10 時から 16 時 
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注意事項（Notice） 
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■DM166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM166／Japan Study Program B 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Workings and Representations of Japan's Colonial Empire 

担当者名 

（Instructor） 
青木 敦子(AOKI ATSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2621 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

On completion of this course, the students will be able to: (a) have a general understanding of key developments in Japan's 

imperial expansion; (b) demonstrate analytical reading skills to interpret primary sources; and (c) conduct history research 

projects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course students will deepen knowledge of Japanese colonialism and understanding of the ways colonialism permeated 

every facet of life. The first part of the semester (Weeks 2 to 5) deals with the formation and workings of the Japanese colonial 

empire. The second part (Weeks 6 to 13) examines various representations of the colonies and colonials by Japanese through 

close reading of literary works, children's literature, memoirs, and travel writings produced in the late 19th century and early 

20th century. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Japanese Attitudes toward Colonialism in the Late 19th and Early 20th Centuries 

3. Legal Integration in the Empire 

4. Colonial Education 

5. Police and Community Control Systems / Final Project Guidelines 

6. Representations of Hokkaido 

7. Representations of Okinawa 

8. Representations of Taiwan 

9. Representations of Korea 

10. Representations of South Seas 

11. Representations of Manchuria 

12. Empire in Children's Literature 

13. Colonies in Memoirs by Former Japanese Settlers 

14. Final Project Presentations 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to read the assigned materials prior to class and be prepared for active class participation. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation(20%)/Response Papers(40%)/Final Research Project (Including Presentation)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Michele M. Mason and Helen J. S. Lee (eds.). 2012. <I>Reading Colonial Japan: Text, Context, and Critique</I>. Stanford 

University Press (ISBN:9780804776974) 

Supplementary readings will be provided in class.  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM167／Japan Study Program C 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

非言語コミュニケーション論+芸能文化比較論 

〜嘘は見抜けるか？〜 

担当者名 

（Instructor） 
福山 桜子(FUKUYAMA SAKURAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2623 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コミュニケーションにおける非言語行動 ｢言語以外で伝わる／伝えること｣ の絶大な影響力を具体的に認識する｡ その上で映

画、ドラマ、演劇なども用いて、社会のあらゆる場面で非言語行動を最大限に活用し生きる力を上げられるよう、深く考察する｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

舞台､ 映画､ ドラマなどはコミュニケーションの再現である。では「演技」と「嘘」は何が違うのだろう。外見的特徴､声､ 動作､ 表

情､ 距離､ 空間､などの非言語に特に着目。現役の映画監督・演出家・アクティングコーチとして日米で活動する視点から、非言

語行動を紐解き、また、そこから見える文化差を探求していく｡ また、芸能界の成り立ち、興行形態の差や芸能の日米史、アイド

ルやアーティストの海外と日本の違いなどからも文化を見つめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「非言語コミュニケーション総論」 

非言語行動とは何か？伝え方で伝わる、伝わらない。その影響力。 

2. 「エンターテイメント業界の成り立ち文化差」 

アメリカのスター。日本のスター。韓国のスター。なぜ日本のアイドルは「卒業」するのか？ 

3. ｢非言語行動の機能｣ 

言葉以外で何が伝えられるか､ 何が伝わってしまうか｡伝え方のカテゴライズ。 

4. ｢外見的特徴①｣ 

「見た目」のコミュニケーション｡アメリカの履歴書は「写真を貼ると法律違反」？ 

5. ｢外見的特徴②｣ 

「見た目」のコミュニケーション｡第一印象とは？魅力とは？ 

6. ｢身体動作､ 動作学〜ジェスチャー､ ポスチャーの意味するもの ①｣ 

しぐさ、 動作が意味するもの。そこから読み取れる文化の差。 

7. ｢身体動作､ 動作学〜ジェスチャー､ ポスチャーの意味するもの ②｣ 

しぐさ、 動作が意味するもの。そこから読み取れる文化の差。 

8. ｢表情〜感情､ 顔に表れるもの／視線行動｣ 

顔の３つのゾーンから読み取る感情｡視線の語るもの｡ 視線行動｡悲しくても困ってもスマイルな日本人。 

9. ｢空間､ 身体接触〜パーソナルスペース｣ 

日本人は満員電車はオッケーでも、ハグは苦手？距離感の文化差。 

10. 「非言語の異文化」 

ハイコンテクスト・カルチャー、ローコンテクスト・カルチャー。 

11. 「嘘は見抜けるか？」 

言語では嘘はつける。では非言語で嘘はつけるのか。見抜けるのか。 

12. 「非言語ワークショップ①」 

実際にやってみる非言語。セリフなどを用いて。 

13. 「非言語ワークショップ②」 

実際にやってみる非言語。セリフなどを用いて。 

14. 「非言語ワークショップ③」 

実際にやってみる非言語。セリフなどを用いて。 

非言語コミュニケーション文化論、総括。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については毎回の授業で指示する｡  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/課題､ 及び､ リアクションペーパー(30%)/授業への参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM168／Japan Study Program D 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本のＬＧＢＴ 

担当者名 

（Instructor） 
虎井 まさ衛(TORAI MASAE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2623 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本のＬＢＧＴ（性的少数者）の抱える諸問題を広く深く考えることで、同じ国に生きていても異なる視点を持っている人々がいるこ

とや、日本独自の差別感や肯定感等について改めて向き合い、より広い視野をもってあらゆる人々と関わっていくことを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講師自身が女性から男性に性別を変更した者である。外科措置はアメリカで８０年代に行い、のちの日本のトランスジェンダーの

動向に深くかかわってきた。その立場から、通常の報道には描かれない側面をも提供しつつ、「少し前にそこにあった事実、今こ

こにある現実」を共に考える。講義担当者の他に、講義を得意とする２名のゲストスピーカーを迎え、それぞれの立場から具体的

に話を聞くことを通して、日本のＬＧＢＴの諸問題について学んでいく。軸となる講義の前には、各講師の著述を読んだ上でのディ

スカッション等を行い、講義の後には、各自がそれぞれのトピックやテーマについてのディスカッション及びレポート作成を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション～虎井の講義（トランスジェンダーについて全般 １） 

2. トランスジェンダーについて（ＦＴＭＴＧ・女性から男性の場合） ２ 

3. トランスジェンダーについて（法的問題等） ３ 

質疑応答 

4. トランスジェンダーについてのグループディスカッション 

5. ゲストスピーカー講義（ＭＴＦＴＧ・男性から女性へのトランスジェンダー）１ 

6. ＭＴＦＴＧゲストスピーカーの講義 ２ 

質疑応答 

7. ＭＴＦＴＧについてのグループディスカッション 

8. 日米のＬＧＢＴのドキュメント視聴 

9. ゲストスピーカー（ゲイ男性）の著述を読んでのディスカッション 

10. その著者の講義 １ 

11. その著者の講義 ２ 

質疑応答 

12. 同性愛についてのク゜ループディスカッション 

13. 振り返り１（コースを通して学んだことをまとめ、次週の発表に備える） 

14. 振り返り２（ク゜ループごとのプレゼンテーション） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

この授業では、講義以外にディスカッション等を積極的に取り入れていくので、参加者は毎回の授業に十分準備して臨むこと。ど

のような準備が必要かは事前に指示する。参加者の積極的な姿勢も強く望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(75%)/リアクション・ペーパー兼出席票(25%) 

ゲストスピーカーの都合により、講義内容の「順番」が変わることもありうる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM169／Japan Study Program E 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Postwar Japanese History 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 健治(HASEGAWA KENJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2621 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This class will explore issues related to postwar Japanese history, focusing on the period up to the mid-1950s. Students will 

deepen their understandings of postwar Japan through historical analyses of themes ranging from political economy to mass 

culture. Students will hone their critical reading and writing skills. They will also expand their ability to recognize connections 

across thematic boundaries and between past and present.  

 

授業の内容（Course Contents） 

We will be exploring the following questions among others. Why and how were the atomic bombs dropped on Hiroshima and 

Nagasaki, and with what consequences? How were memories of the atomic bombings reconfigured after the Lucky Dragon 

Incident, and how did this affect the introduction of nuclear energy into Japan? What are the problems surrounding the idea of 

“the postwar” in Japan? What was the significance of the occupation period? In what ways have the imperial and wartime past 

been remembered and forgotten, and with what consequences?   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction  

2. Atomic bombings (Political history)  

3. Atomic bombings (Political history)  

4. Atomic bombings (Popular memories)  

5. Atomic bombings (Popular memories)  

6. Lucky Dragon Incident  

7. War’s end 

8. Postwar culture 

9. “Revolution” 

10. “Democracy” 

11. Okinawa 

12. Empire's end 

13. Korean War 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to actively participate in class discussions having completed the readings for the week.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and participation(40%)/Response papers(40%)/最終テスト(Final Test)(20%) 

Field trips are planned for the following Saturdays: 4/21, 5/19, 6/16, 7/7 (0:30PM~6:00PM) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM170／Japan Study Program F 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Modern Japanese History through Diaries, Memoirs, and Biographies 

担当者名 

（Instructor） 
青木 敦子(AOKI ATSUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2621 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

On completion of this course, the students will be able to: (a) have a general understanding of key events and developments in 

modern Japanese history; (b) demonstrate analytical reading skills to interpret and contextualize historical texts (such as diaries 

and memoirs); and (c) write history research papers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course explores trajectories of modernity in Japan through scholarly biographies and personal narratives as sources of 

historical inquiry. Through close reading of diaries, memoirs, and travel writing produced in and about Japan in the period from 

the late nineteenth century to the post-WWII years, students will interrogate how these texts respond to, reflect, and shape the 

historical contexts in which they were produced. As their final project, students will write a short biography of an individual of 

their choice, using his/her diary or memoirs, to build skills in analytical reading, thinking, and writing. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. The Meiji Restoration 

3. New Beginnings 

4. The Acquisition of Empire 

5. Reading Primary Sources / Discussion / Guidance on Final Project 

6. New Modernities 

7. Tumultuous Years 

8. Reading Primary Sources / Discussion / Interim Report 

9. Japan at War 

10. The Occupation and Postwar Recovery 

11. The End of an Era 

12. Another New Century 

13. Reading Primary Sources / Discussion 

14. Final Project Presentation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to read the assigned materials prior to class and be prepared for active class participation. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation(30%)/Response Papers(30%)/Final Research Project (Including Presentation)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. James L. McClain. 2002. <I>Japan: A Modern History</I>. W.W. Norton (ISBN:978-0393977202) 

2. Anne Walthall, ed.. 2002. <I>The Human Tradition in Modern Japan</I>. SR Books (ISBN:978-0842029124) 

Supplementary readings will be provided in the first session in class. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／サ－ビスラ－ニングＡ 

(Service Learning A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西池袋中学校の外国人生徒に対する学習支援 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 千歌(MARUYAMA CHIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2723 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地域連携活動としての豊島区内の中学校への入り込みによる支援や本学内における学習サポート活動を通して、自己のコミュニ

ケーション能力を高めるとともに、異文化社会そのものへの理解を深め、学部で学ぶ異文化コミュニケーション学に近づけて考察

することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修前学期に選考を行い、事前学習の後、中学校や本学内でのサポート活動を行う。また、活動期間中に中間学習、終了後に

事後学習を実施する。サポート活動は以下の 2 タイプに分かれる。 

①中学校の授業において外国人生徒のために通訳等のコミュニケーション上のサポートを行う。（募集人員 10 名） 

  履修においては、日本語および中国語において十分なコミュニケーション能力を有すること。 

  日本語母語話者の場合 中国語検定 2 級以上、HSK 5 級程度 

  日本語非母語話者の場合 立教日本語プレイスメントテスト J７程度 

②中学校の放課後、主に立教大学において個別の学習指導を行う。（募集人員 15 名） 

  履修にあたっては事前学習で日本語学習支援についての講義を受けること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事前学習① 

2. 事前学習② 

3. 事前学習③ 

4. 事前学習④ 

5. 実習① 

6. 実習② 

7. 実習③ 

8. 中間学習 

9. 実習④ 

10. 実習⑤ 

11. 実習⑥ 

12. 実習⑦ 

13. 事後学習および発表① 

14. 事後学習および発表② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

実習の進行と、サポートする生徒の状況に従って随時指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前学習における参加度(15%)/実習における貢献度(60%)/事後学習におけるレポートおよびプレゼンテーション(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリント教材を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮島喬、2014、『外国人の子どもの教育: 就学の現状と教育を受ける権利』、東京大学出版会 (ISBN:4130530216) 

2. 宮島喬他編、2005、『外国人の子どもと日本の教育―不就学問題と多文化共生の課題』、東京大学出版会 

(ISBN:4130501623) 

3. 佐久間孝正、2015、『多国籍化する日本の学校: 教育グローバル化の衝撃』、勁草書房 (ISBN:4326299096) 

4. 齋藤ひろみ他、2011、『外国人児童生徒のための支援ガイドブック~子どもたちのライフコースによりそって~』、凡人社 

(ISBN:4893587994) 

5. 齋藤ひろみ他編、2015、『外国人児童生徒の学びを創る授業実践 -「ことばと教科の力」を育む浜松の取り組み』、くろしお出
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版 (ISBN:4874246621) 

6. 臼井智美、2014、『ことばが通じなくても大丈夫! 学級担任のための外国人児童生徒サポートマニュアル』、明治図書出版 

(ISBN:4180960265) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM183 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／サ－ビスラ－ニングＢ 

(Service Learning B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西池袋中学校の外国人生徒に対する学習支援 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 千歌(MARUYAMA CHIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1723 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地域連携活動としての豊島区内の中学校への入り込みによる支援や本学内における学習サポート活動を通して、自己のコミュニ

ケーション能力を高めるとともに、異文化社会そのものへの理解を深め、学部で学ぶ異文化コミュニケーション学に近づけて考察

することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修前学期に選考を行い、事前学習の後、中学校や本学内でのサポート活動を行う。また、活動期間中に中間学習、終了後に

事後学習を実施する。サポート活動は以下の 2 タイプに分かれる。 

①中学校の授業において外国人生徒のために通訳等のコミュニケーション上のサポートを行う。（募集人員 10 名） 

  履修においては、日本語および中国語において十分なコミュニケーション能力を有すること。 

  日本語母語話者の場合 中国語検定 2 級以上、HSK 5 級程度 

  日本語非母語話者の場合 立教日本語プレイスメントテスト J７程度 

②中学校の放課後、主に立教大学において個別の学習指導を行う。（募集人員 15 名） 

  履修にあたっては事前学習で日本語学習支援についての講義を受けること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事前学習① 

2. 事前学習② 

3. 事前学習③ 

4. 事前学習④ 

5. 実習① 

6. 実習② 

7. 実習③ 

8. 中間学習 

9. 実習④ 

10. 実習⑤ 

11. 実習⑥ 

12. 実習⑦ 

13. 事後学習および発表① 

14. 事後学習および発表② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

実習の進行と、サポートする生徒の状況に従って随時指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前学習における参加度(15%)/実習における貢献度(60%)/事後学習におけるレポートおよびプレゼンテーション(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリント教材を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮島喬、2014、『外国人の子どもの教育: 就学の現状と教育を受ける権利』、東京大学出版会 (ISBN:4130530216) 

2. 宮島喬他編、2005、『外国人の子どもと日本の教育―不就学問題と多文化共生の課題』、東京大学出版会 

(ISBN:4130501623) 

3. 佐久間孝正、2015、『多国籍化する日本の学校: 教育グローバル化の衝撃』、勁草書房 (ISBN:4326299096) 

4. 齋藤ひろみ他、2011、『外国人児童生徒のための支援ガイドブック~子どもたちのライフコースによりそって~』、凡人社 

(ISBN:4893587994) 

5. 齋藤ひろみ他編、2015、『外国人児童生徒の学びを創る授業実践 -「ことばと教科の力」を育む浜松の取り組み』、くろしお出



 - 114 - 

版 (ISBN:4874246621) 

6. 臼井智美、2014、『ことばが通じなくても大丈夫! 学級担任のための外国人児童生徒サポートマニュアル』、明治図書出版 

(ISBN:4180960265) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

春学期中に説明会および履修申込の手続きがある。日程は以下の通り。詳細の発表は異文化コミュニケーション学部掲示板で

行うので注意すること。 

 5 月 30 日：説明会 

 6 月 11 日〜20 日：履修申込期間 

 6 月 27 日：面接予定発表 

 

注意事項（Notice） 
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■DM184 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／海外フィ－ルドスタディＡ 

(Overseas Field Studies A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
異文化に身を置いて考える 

担当者名 

（Instructor） 
小峯 茂嗣(KOMINE SHIGETSUGU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1723 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

海外のフィールドにおいて、異なる生活や文化、その国が抱える社会問題などを、体験を通じて学ぶ。また、その国の人々との交

流、対話、協働を通し、異文化社会における自己のコミュニケーション能力の涵養をはかる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本年度は、タイにおける「タイ山岳少数民族の伝統的生活から学ぶ」のプログラムが用意されている。授業は、海外での実習に

関連する事前学習、海外実習（2 週間程度）、帰国後に実習で学んだことを整理する事後学習で構成されている。 

 なお、本科目は秋学期履修登録科目であるが、履修者の選考は春学期に行う（応募受付期間：5 月 14 日～17 日）。その後、春

学期に事前学習を行い、夏季休暇中に海外実習、秋学期に事後学習を行う。各プログラムの事前・事後学習の日程、渡航日程

や内容等の詳細は、シラバスの「その他」「注意事項」欄、募集説明会（4 月 4 日および 4月 18 日）や異文化コミュニケーション学

部掲示板に掲示する募集要項にて確認すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事前学習 1 

・ガイダンス―授業の進め方の説明 

2. 事前学習 2 

・実習地域の概要（カレン族の生活と近代化による変容） 

・フィールドワークの手法、現地での注意事項 

・課題提示（自己の関心領域と実習の目標について第 3 回目に発表） 

3. 事前学習 3 

・各自の関心領域と実習の目標について発表 

4. 事前学習 4 

・リスク管理ワークショップ 

5. 事前学習 5 

・渡航前の確認事項、諸注意。 

6. 海外実習 

7. 海外実習 

8. 海外実習 

9. 海外実習 

10. 海外実習 

11. 海外実習 

12. 海外実習 

13. 事後学習 1 

・現地実習の振り返りと共有、発表の準備 

14. 事後学習 2：発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前学習への参加(25%)/現地実習への参加態度(50%)/事後学習への参加および口頭発表(15%)/学習内容の報告（レポート）

(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮本常一・安渓遊地、2008、『調査されるという迷惑―フィールドに出る前に読んでおく本』、みずのわ出版 (ISBN:978-4-
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944173-54-9) 

2. 和田信明・中田豊一、2010、『途上国の人々との話し方―国際協力メタファシリテーションの手法』、みずのわ出版 (ISBN:978-

4864260053) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【１】 履修と選考 

・履修に当たっては事前に選考あり 各プログラム定員 10 名 

 

◎募集スケジュール 

3 月 26 日（月）各プログラムの募集要項掲載（学部掲示板） 

4 月 4 日（火）12:30-13:00：募集説明会 

4 月 18 日（水）12:30-13:00：募集説明会 

 ※履修希望者はいずれかの募集説明会に参加すること。 

5 月 14 日（月）～17 日（木）：応募受付期間 

5 月 18 日（月）：面接日程発表（学部掲示板） 

5 月 21 日（月）～25 日（金）：面接による選考 

5 月 28 日（月）：履修者決定・発表（学部掲示板） 

 

【２】事前・事後学習の日程 

 事前学習 1：6 月 7 日（木）6 限 

 事前学習 2：6 月 14 日（木）6限 

 事前学習 3：6 月 28 日（木）6限 

 事前学習 4：7 月 12 日（木）6限 

 事前学習 5：7 月 19 日（木）6限 

 海外実習： 9 月 1 日（土）～9月 11 日（火）：予定 

 事後学習 1：9 月 26 日（水）6限 

 事後学習 2：10 月末（発表） 

 

【３】その他 

・海外実習の参加費は自己負担となります。各プログラムの費用については募集要項を確認してください。 

・この科目は履修中止不可科目です。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM185 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／海外フィ－ルドスタディＢ 

(Overseas Field Studies B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
専門性を踏まえて世界の諸問題を見る 

担当者名 

（Instructor） 
小峯 茂嗣(KOMINE SHIGETSUGU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3723 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 海外のフィールドにおいて、自らの専門性を土台にしながら、様々なアクターが世界の諸問題の解決／改善に取り組むプロセス

を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本年度は、スリランカにおける「スリランカ内戦の爪痕と内戦終結後の平和構築について学ぶ」のプログラムを実施する。授業

は、海外での実習に関連する事前学習、海外実習（2 週間程度）、帰国後に実習で学んだことを整理する事後学習で構成されて

いる。 

 なお、本科目は秋学期履修登録科目であるが、履修者の選考は春学期に行う（応募受付期間：5 月 14 日～17 日）。その後、春

学期に事前学習を行い、夏季休暇中に海外実習、秋学期に事後学習を行う。各プログラムの事前・事後学習の日程、渡航日程

や内容等の詳細は、シラバスの「その他」「注意事項」欄、募集説明会（4 月 4 日および 4月 18 日）や異文化コミュニケーション学

部掲示板に掲示する募集要項にて確認すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事前学習 1 

・ガイダンス―授業の進め方の説明 

2. 事前学習 2 

・実習地域の概要（スリランカ内戦の経緯等） 

・フィールドワークの手法、現地での注意事項 

・課題提示（自己の関心領域と実習の目標について第 3 回目に発表） 

3. 事前学習 3 

・各自の関心領域と実習の目標について発表 

4. 事前学習 4 

・リスク管理ワークショップ 

5. 事前学習 5 

・渡航前の確認事項、諸注意。 

6. 海外実習 

7. 海外実習 

8. 海外実習 

9. 海外実習 

10. 海外実習 

11. 海外実習 

12. 海外実習 

13. 事後学習 1 

・現地実習の振り返りと共有、発表の準備 

14. 事後学習 2：発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前学習への参加(25%)/現地実習への参加態度(50%)/事後学習への参加および口頭発表(15%)/学習内容の報告（レポート）

(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. 宮本常一・安渓遊地、2008、『調査されるという迷惑―フィールドに出る前に読んでおく本』、みずのわ出版 (ISBN:978-4-

944173-54-9) 

2. 和田信明・中田豊一、2010、『途上国の人々との話し方―国際協力メタファシリテーションの手法』、みずのわ出版 (ISBN:978-

4864260053) 

3. 篠田英朗、2013、『平和構築入門―その思想と方法を問い直す』、筑摩書房 (ISBN:978-4480067418) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【１】 履修と選考 

・履修に当たっては事前に選考あり 各プログラム定員 10 名 

 

◎募集スケジュール 

3 月 26 日（月）各プログラムの募集要項掲載（学部掲示板） 

4 月 4 日（火）12:30-13:00：募集説明会 

4 月 18 日（水）12:30-13:00：募集説明会 

 ※履修希望者はいずれかの募集説明会に参加すること。 

5 月 14 日（月）～17 日（木）：応募受付期間 

5 月 18 日（月）：面接日程発表（学部掲示板） 

5 月 21 日（月）～25 日（金）：面接による選考 

5 月 28 日（月）：履修者決定・発表（学部掲示板） 

 

【２】事前・事後学習の日程 

 事前学習 1：6 月 7 日（木）6 限 

 事前学習 2：6 月 12 日（火）6限 

 事前学習 3：6 月 26 日（火）6限 

 事前学習 4：7 月 12 日（木）6限 

 事前学習 5：7 月 17 日（火）6限 

 海外実習： 8 月 10 日（金）～8 月 20 日（火）：予定 

 事後学習 1：9 月 26 日（水）6限 

 事後学習 2：10 月末（発表） 

 

【３】その他 

・海外実習の参加費は自己負担となります。各プログラムの費用については募集要項を確認してください。 

・この科目は履修中止不可科目です。 

 

【４】履修対象者 

 次の条件(1)(2)を満たす３・４年次生とする。（2016 年度以降入学者） 

  (1) １・２年次配当の必修科目 20 単位すべてを修得済みであること。 

  (2) 前年度末の時点で、卒業要件単位のうち 60 単位以上を修得済みであること。 

 

 次の条件(1)(2)を満たす３・４年次生とする。（2015 年度以前入学者） 

  (1) １・２年次配当の必修科目（学部専門教育科目 24 単位（留学生は 26 単位）および 

    全学共通カリキュラム科目 10 単位）をすべて修得済みであること。 

  (2) 前年度末の時点で、卒業要件単位のうち 60 単位以上を修得済みであること。 

 

【５】推奨科目 

 以下の科目を履修しておくことを推奨する。 

   DM166／Japan Study Program B 

   DM434／International Conflict Studies  

   抽選登録／フィールドワーク 

   DM649／グローバル・スタディーズ研究調査法 

   DM642／開発と文化 

   DM535／国際協力・開発学概論 

   DM540／紛争研究 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 119 - 

■DM186 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM186／Cultural Exchange 

担当者名 

（Instructor） 
川﨑 晶子(KAWASAKI AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2511 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to prepare students to better understand and function in international and multicultural environments 

through various intercultural activities and discussions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course covers three broad themes over the duration of one semester: Understanding culture as a Study Abroad 

participant; experiencing contrasts among different cultures as an active participant in the social world; and adjusting to cultural 

differences in face-to-face interactions. The first section of the course explores broader issues of culture and intercultural 

awareness, defining culture from multi-dimensional points of view. It helps students realize the ways in which values are 

involved in real-life intercultural exchanges. The second section of the course focuses on practical issues as they relate to 

cultural adjustment in new social settings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction,  

2. Exploring culture 1: What is culture? The Iceberg 

3. Exploring culture 2: Cultural Stereotypes and Generalizations 

4. Exploring culture 3: Cultural Stereotypes and Generalizations 

5. Cultural awareness 1: Polychronic and Monochromic Cultures, Non-verbal Communication 

6. Cultural awareness 2: Low and High Context Cultures, Silence 

7. Cultural awareness 3: Critical Incidents 

8. Cultural awareness 4: Critical Incidents 

9. Senior Talk  

10. Practical cultural adjustment 1: The DMIS Model, Stages of Cultural Adjustment 

11. Practical cultural adjustment 2: Culture Shock 

12. Practical cultural adjustment 3: Communication and Learning Styles 

13. Presentations 

14. Presentations, Final Review 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Instructions will be given in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentations(30%)/Homework and Quizzes(30%)/Classwork, Attendance and Participation(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

Readings, worksheets, video clips and other materials will be provided by the instructors. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM187 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM187／Cultural Exchange 

担当者名 

（Instructor） 
高山 一郎(TAKAYAMA ICHIROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2511 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to prepare students to better understand and function in international and multicultural environments 

through various intercultural activities and discussions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course covers three broad themes over the duration of one semester: Understanding culture as a Study Abroad 

participant; experiencing contrasts among different cultures as an active participant in the social world; and adjusting to cultural 

differences in face-to-face interactions. The first section of the course explores broader issues of culture and intercultural 

awareness, defining culture from multi-dimensional points of view. It helps students realize the ways in which values are 

involved in real-life intercultural exchanges. The second section of the course focuses on practical issues as they relate to 

cultural adjustment in new social settings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction,  

2. Exploring culture 1: What is culture? The Iceberg 

3. Exploring culture 2: Cultural Stereotypes and Generalizations 

4. Exploring culture 3: Cultural Stereotypes and Generalizations 

5. Cultural awareness 1: Polychronic and Monochromic Cultures, Non-verbal Communication 

6. Cultural awareness 2: Low and High Context Cultures, Silence 

7. Cultural awareness 3: Critical Incidents 

8. Cultural awareness 4: Critical Incidents 

9. Senior Talk  

10. Practical cultural adjustment 1: The DMIS Model, Stages of Cultural Adjustment 

11. Practical cultural adjustment 2: Culture Shock 

12. Practical cultural adjustment 3: Communication and Learning Styles 

13. Presentations 

14. Presentations, Final Review 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Instructions will be given in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentations(30%)/Homework and Quizzes(30%)/Classwork, Attendance and Participation(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

Readings, worksheets, video clips and other materials will be provided by the instructors. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM188 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM188／Cultural Exchange 

担当者名 

（Instructor） 
神戸 直樹(KANBE NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2511 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to prepare students to better understand and function in international and multicultural environments 

through various intercultural activities and discussions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course covers three broad themes over the duration of one semester: Understanding culture as a Study Abroad 

participant; experiencing contrasts among different cultures as an active participant in the social world; and adjusting to cultural 

differences in face-to-face interactions. The first section of the course explores broader issues of culture and intercultural 

awareness, defining culture from multi-dimensional points of view. It helps students realize the ways in which values are 

involved in real-life intercultural exchanges. The second section of the course focuses on practical issues as they relate to 

cultural adjustment in new social settings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction,  

2. Exploring culture 1: What is culture? The Iceberg 

3. Exploring culture 2: Cultural Stereotypes and Generalizations 

4. Exploring culture 3: Cultural Stereotypes and Generalizations 

5. Cultural awareness 1: Polychronic and Monochromic Cultures, Non-verbal Communication 

6. Cultural awareness 2: Low and High Context Cultures, Silence 

7. Cultural awareness 3: Critical Incidents 

8. Cultural awareness 4: Critical Incidents 

9. Senior Talk  

10. Practical cultural adjustment 1: The DMIS Model, Stages of Cultural Adjustment 

11. Practical cultural adjustment 2: Culture Shock 

12. Practical cultural adjustment 3: Communication and Learning Styles 

13. Presentations 

14. Presentations, Final Review 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Instructions will be given in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentations(30%)/Homework and Quizzes(30%)/Classwork, Attendance and Participation(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

Readings, worksheets, video clips and other materials will be provided by the instructors. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM189 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM189／Cultural Exchange 

担当者名 

（Instructor） 
ジョンソン，Ｓ．(JOHNSON STEPHAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2511 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to prepare students to better understand and function in international and multicultural environments 

through various intercultural activities and discussions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course covers three broad themes over the duration of one semester: Understanding culture as a Study Abroad 

participant; experiencing contrasts among different cultures as an active participant in the social world; and adjusting to cultural 

differences in face-to-face interactions. The first section of the course explores broader issues of culture and intercultural 

awareness, defining culture from multi-dimensional points of view. It helps students realize the ways in which values are 

involved in real-life intercultural exchanges. The second section of the course focuses on practical issues as they relate to 

cultural adjustment in new social settings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction,  

2. Exploring culture 1: What is culture? The Iceberg 

3. Exploring culture 2: Cultural Stereotypes and Generalizations 

4. Exploring culture 3: Cultural Stereotypes and Generalizations 

5. Cultural awareness 1: Polychronic and Monochromic Cultures, Non-verbal Communication 

6. Cultural awareness 2: Low and High Context Cultures, Silence 

7. Cultural awareness 3: Critical Incidents 

8. Cultural awareness 4: Critical Incidents 

9. Senior Talk  

10. Practical cultural adjustment 1: The DMIS Model, Stages of Cultural Adjustment 

11. Practical cultural adjustment 2: Culture Shock 

12. Practical cultural adjustment 3: Communication and Learning Styles 

13. Presentations 

14. Presentations, Final Review 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Instructions will be given in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentations(30%)/Homework and Quizzes(30%)/Classwork, Attendance and Participation(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

Readings, worksheets, video clips and other materials will be provided by the instructors. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM190 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM190／Cultural Exchange 

担当者名 

（Instructor） 
ヴェラスコ(VELASCO DANIEL RAY) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2511 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to prepare students to better understand and function in international and multicultural environments 

through various intercultural activities and discussions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course covers three broad themes over the duration of one semester: Understanding culture as a Study Abroad 

participant; experiencing contrasts among different cultures as an active participant in the social world; and adjusting to cultural 

differences in face-to-face interactions. The first section of the course explores broader issues of culture and intercultural 

awareness, defining culture from multi-dimensional points of view. It helps students realize the ways in which values are 

involved in real-life intercultural exchanges. The second section of the course focuses on practical issues as they relate to 

cultural adjustment in new social settings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction,  

2. Exploring culture 1: What is culture? The Iceberg 

3. Exploring culture 2: Cultural Stereotypes and Generalizations 

4. Exploring culture 3: Cultural Stereotypes and Generalizations 

5. Cultural awareness 1: Polychronic and Monochromic Cultures, Non-verbal Communication 

6. Cultural awareness 2: Low and High Context Cultures, Silence 

7. Cultural awareness 3: Critical Incidents 

8. Cultural awareness 4: Critical Incidents 

9. Senior Talk  

10. Practical cultural adjustment 1: The DMIS Model, Stages of Cultural Adjustment 

11. Practical cultural adjustment 2: Culture Shock 

12. Practical cultural adjustment 3: Communication and Learning Styles 

13. Presentations 

14. Presentations, Final Review 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Instructions will be given in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentations(30%)/Homework and Quizzes(30%)/Classwork, Attendance and Participation(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

Readings, worksheets, video clips and other materials will be provided by the instructors. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM191 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM191／Cultural Exchange 

担当者名 

（Instructor） 
グラスゴー(GLASGOW GREGORY PAUL) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2511 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to prepare students to better understand and function in international and multicultural environments 

through various intercultural activities and discussions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course covers three broad themes over the duration of one semester: Understanding culture as a Study Abroad 

participant; experiencing contrasts among different cultures as an active participant in the social world; and adjusting to cultural 

differences in face-to-face interactions. The first section of the course explores broader issues of culture and intercultural 

awareness, defining culture from multi-dimensional points of view. It helps students realize the ways in which values are 

involved in real-life intercultural exchanges. The second section of the course focuses on practical issues as they relate to 

cultural adjustment in new social settings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction,  

2. Exploring culture 1: What is culture? The Iceberg 

3. Exploring culture 2: Cultural Stereotypes and Generalizations 

4. Exploring culture 3: Cultural Stereotypes and Generalizations 

5. Cultural awareness 1: Polychronic and Monochromic Cultures, Non-verbal Communication 

6. Cultural awareness 2: Low and High Context Cultures, Silence 

7. Cultural awareness 3: Critical Incidents 

8. Cultural awareness 4: Critical Incidents 

9. Senior Talk  

10. Practical cultural adjustment 1: The DMIS Model, Stages of Cultural Adjustment 

11. Practical cultural adjustment 2: Culture Shock 

12. Practical cultural adjustment 3: Communication and Learning Styles 

13. Presentations 

14. Presentations, Final Review 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Instructions will be given in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentations(30%)/Homework and Quizzes(30%)/Classwork, Attendance and Participation(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

Readings, worksheets, video clips and other materials will be provided by the instructors. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM195 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／海外インターンシップ（ＣＩＣ） 

(Overseas Internship (CIC)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海外の大学で日本語を教えよう 

担当者名 

（Instructor） 

池田 伸子(IKEDA NOBUKO) 

丸山 千歌(MARUYAMA CHIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3123 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

外国語としての日本語の特徴、外国語としての日本語の教授法などについて教室で学んだ知識を、実際の日本語教育の現場で

実践することを通して、学生に日本語を教えるということがどういうことかを経験的に学び、求められる教師とはどのような教師か

を経験的に認識する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

危機管理を含む十分な事前活動を行った上で、海外の大学をフィールドにした日本語教育実習を行う。それぞれの現場に必要な

教材作成、毎回の授業の教案作成を行い、日本語や日本語教授法について学んだ知識を活用して、実践的に日本語教育の実

習を行う。実習後は、事後活動において、自らが経験した実習での学びを振り返るとともに、そこで気づいた海外の日本語教育現

場の抱える課題、それを解決するための方法などについても共有し、実習での経験をさらなる学びにつなげていく。事前活動や

事後活動の日程などは、履修要項などでしっかり確認して参加すること。事前学習は６月から７月にかけて、事後活動は９月から

１０月にかけて実施する。また、実習のスケジュールは、実習先によって異なるため、各自、履修要項、４月に実施する説明会で

必要な事項を確認し、定められた期間に履修の申請手続きを行うこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事前活動１ 

2. 事前活動２ 

3. 事前活動３ 

4. 事前活動４ 

5. 事前活動５ 

6. 海外大学での実習１ 

7. 海外大学での実習２ 

8. 海外大学での実習３ 

9. 海外大学での実習４ 

10. 海外大学での実習５ 

11. 海外大学での実習６ 

12. 海外大学での実習７ 

13. 事後活動１ 

14. 事後活動２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前活動への参加度(40%)/事後活動への参加度(30%)/インターンシップ先での実習(30%) 

この科目の評価は、「合格」「不合格」で示す。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。必要な場合は事前、事後活動で示す。 

 

参考文献（Readings） 

必要なものは適宜示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１）この科目は、海外の大学で日本語を教えるという実習を含むため、事前に、「日本語学概論Ａ、Ｂ」「日本語教授法Ａ、Ｂ」を修

得済みであることを求める。 

２）事前、事後の活動へのフィードバックは次回の授業で行う。 

３）海外の大学が実習先となるため、自己管理を含め、責任ある態度で参加することを強く求める。 
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注意事項（Notice） 
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■DM199 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
備考参照／College Life Planning A 

担当者名 

（Instructor） 
グラスゴー(GLASGOW GREGORY PAUL) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1521 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

学びの精神 

2014 年度以降入学者対象 

１年次：自動登録，２年次以上：科目コード登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will introduce the position and purpose of the study abroad experience in relation to the 4-year curriculum of the 

College of Intercultural Communication. In addition, this course will direct each student to find the connection between studying 

at the College of Intercultural Communication and future goals.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will cover the learning goals and experiences offered to College of Intercultural Communication (CIC) students. In 

addition, the course will cover the implications of the study abroad 「海外留学研修/Overseas Study Program」courses and how 

to maximize that experience for yourself through self-reflection exercises and goal setting. Furthermore, the course will ask you 

to address how you can apply your studies and experiences to the betterment of society. To accomplish these tasks, you will 

be ask to participate actively in discussions, presentations, classroom activities, and self-reflection writing assignments and to 

document your work and progress in a portfolio. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course 

2. CIC: Purpose and goals (1) 

3. Language & Culture 

4. Critical Incidents: 1 

5. Critical Incidents: 2 

6. Studying abroad: Where to go and why? 

7. Guest panel discussion 

8. Nativespeakerism 

9. Language & Culture (2) 

10. CIC: Purpose and goals (2) 

11. Group presentations (1) 

12. Group presentations (2) 

13. CIC student panel discussion 

14. International student panel discussion 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance & Participation(50%)/Reflection Papers(20%)/Portfolio(20%)/Group Presentation(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

To be given by the instructor. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業では、自らが積極的に考え、学ぼうとする姿勢が強く要求される。また、さまざまなゲストスピーカーの話を聞き、それを

自らの経験としていくことが重要であるため、積極的で真摯な姿勢で授業に臨むこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM200 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
備考参照／College Life Planning B 

担当者名 

（Instructor） 
ヴェラスコ(VELASCO DANIEL RAY) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1621 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

学びの精神 

2014 年度以降入学者対象 

１年次：自動登録，２年次以上：科目コード登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will introduce the position and purpose of the study abroad experience in relation to the 4-year curriculum of the 

College of Intercultural Communication. In addition, this course will direct each student to find the connection between studying 

at the College of Intercultural Communication and future goals.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will cover the learning goals and experiences offered to College of Intercultural Communication (CIC) students. In 

addition, the course will cover the implications of the study abroad 「海外留学研修/Overseas Study Program」courses and how 

to maximize that experience for yourself through self-reflection exercises and goal setting. Furthermore, the course will ask you 

to address how you can apply your studies and experiences to the betterment of society. To accomplish these tasks, you will 

be ask to participate actively in discussions, presentations, classroom activities, and self-reflection writing assignments and to 

document your work and progress in a portfolio. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course 

2. Studying abroad: Where to go and why -- Purpose and goals? (1) 

3. CIC student panel discussion (1) 

4. Group presentations (1) 

5. Group presentations (2) 

6. Guest speaker (1) 

7. CIC coursework & Study abroad (1) 

8. CIC coursework & Study abroad (2) 

9. Studying abroad: Where to go and why -- Purpose and goals? (2) 

10. Language and culture 

11. Group presentations (3) 

12. Group presentations (4) 

13. Guest speaker (2) 

14. CIC student panel discussion (2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance & Participation(50%)/Reflection Papers(20%)/Portfolio(20%)/Group Presentation(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

To be given by the instructor. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業では、自らが積極的に考え、学ぼうとする姿勢が強く要求される。また、さまざまなゲストスピーカーの話を聞き、それを

自らの経験としていくことが重要であるため、積極的で真摯な姿勢で授業に臨むこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー３Ａ－Ｒ（英語 

(Communication Seminar 3A-R (English)) 

担当者名 

（Instructor） 
神戸 直樹(KANBE NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2621 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
自動登録または「その他」登録（詳細は履修要項参照） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to prepare students to listen to, understand, and take part in, discussion about academic lectures in 

English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will watch and listen to video lectures. They will study language that aids listeners to follow lectures, work on 

comprehension, learn to take notes and summarize, practice asking questions, and improve discussion skills. Students may also 

be asked to do a little further research on a topic, and present their opinion to class members for discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to academic listening, Introduction to academic discussion 

2. Chapter 1: Gender and Spending 1 

Chapter 1: Gender and Spending 2 

3. Chapter 2: Ads are Everywhere 1  

Chapter 2: Ads are Everywhere 2 

4. Chapter 3: Work Habits in the 21st Century 1  

Chapter 3: Work Habits in the 21st Century 2 

5. Chapter 4: Leisure Time in the 21st Century 1 

Chapter 4: Leisure Time in the 21st Century 2 

6. Chapter 5: Science and Pleasure: What We Eat 1 

Chapter 5: Science and Pleasure: What We Eat 2 

7. Chapter 6: Unique Solutions to Pollution 1 

Chapter 6: Unique Solutions to Pollution 2 

8. Chapter 7: Getting the News in the High-Tech Age 1 

Chapter 7: Getting the News in the High-Tech Age 2 

9. Chapter 8: Who's on TV? 1  

Chapter 8: Who's on TV? 2 

10. Chapter 9: What's up with Slang? 1  

Chapter 9: What's up with Slang? 2 

11. Chapter 10: Global English 1   

Chapter 10: Global English 2 

12. Authentic listening 1, Authentic listening 2 

13. Students' lectures 1, Students' lectures 2 

14. Final Review 1, Final Review 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and Participation(40%)/Homework and Quizzes(30%)/Final Test or Evaluation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Sarosy, P., & Sherak, K.. 2013. <I>Lecture Ready 2 </I>. Oxford University Press (ISBN:9780194417280) 

 

参考文献（Readings） 

To be assigned by each teacher. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DM202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー３Ａ－Ｒ（英語 

(Communication Seminar 3A-R (English)) 

担当者名 

（Instructor） 
ジョンソン，Ｓ．(JOHNSON STEPHAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2621 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
自動登録または「その他」登録（詳細は履修要項参照） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to prepare students to listen to, understand, and take part in, discussion about academic lectures in 

English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will watch and listen to video lectures. They will study language that aids listeners to follow lectures, work on 

comprehension, learn to take notes and summarize, practice asking questions, and improve discussion skills. Students may also 

be asked to do a little further research on a topic, and present their opinion to class members for discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to academic listening, Introduction to academic discussion 

2. Chapter 1: Gender and Spending 1 

Chapter 1: Gender and Spending 2 

3. Chapter 2: Ads are Everywhere 1  

Chapter 2: Ads are Everywhere 2 

4. Chapter 3: Work Habits in the 21st Century 1  

Chapter 3: Work Habits in the 21st Century 2 

5. Chapter 4: Leisure Time in the 21st Century 1 

Chapter 4: Leisure Time in the 21st Century 2 

6. Chapter 5: Science and Pleasure: What We Eat 1 

Chapter 5: Science and Pleasure: What We Eat 2 

7. Chapter 6: Unique Solutions to Pollution 1 

Chapter 6: Unique Solutions to Pollution 2 

8. Chapter 7: Getting the News in the High-Tech Age 1 

Chapter 7: Getting the News in the High-Tech Age 2 

9. Chapter 8: Who's on TV? 1  

Chapter 8: Who's on TV? 2 

10. Chapter 9: What's up with Slang? 1  

Chapter 9: What's up with Slang? 2 

11. Chapter 10: Global English 1   

Chapter 10: Global English 2 

12. Authentic listening 1, Authentic listening 2 

13. Students' lectures 1, Students' lectures 2 

14. Final Review 1, Final Review 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and Participation(40%)/Homework and Quizzes(30%)/Final Test or Evaluation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Sarosy, P., & Sherak, K.. 2013. <I>Lecture Ready 2 </I>. Oxford University Press (ISBN:9780194417280) 

 

参考文献（Readings） 

To be assigned by each teacher. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DM203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー３Ａ－Ｒ（英語 

(Communication Seminar 3A-R (English)) 

担当者名 

（Instructor） 
中込 幸子(NAKAGOME SACHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2621 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
自動登録または「その他」登録（詳細は履修要項参照） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to prepare students to listen to, understand, and take part in, discussion about academic lectures in 

English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will watch and listen to video lectures. They will study language that aids listeners to follow lectures, work on 

comprehension, learn to take notes and summarize, practice asking questions, and improve discussion skills. Students may also 

be asked to do a little further research on a topic, and present their opinion to class members for discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to academic listening, Introduction to academic discussion 

2. Chapter 1: Gender and Spending 1 

Chapter 1: Gender and Spending 2 

3. Chapter 2: Ads are Everywhere 1  

Chapter 2: Ads are Everywhere 2 

4. Chapter 3: Work Habits in the 21st Century 1  

Chapter 3: Work Habits in the 21st Century 2 

5. Chapter 4: Leisure Time in the 21st Century 1 

Chapter 4: Leisure Time in the 21st Century 2 

6. Chapter 5: Science and Pleasure: What We Eat 1 

Chapter 5: Science and Pleasure: What We Eat 2 

7. Chapter 6: Unique Solutions to Pollution 1 

Chapter 6: Unique Solutions to Pollution 2 

8. Chapter 7: Getting the News in the High-Tech Age 1 

Chapter 7: Getting the News in the High-Tech Age 2 

9. Chapter 8: Who's on TV? 1  

Chapter 8: Who's on TV? 2 

10. Chapter 9: What's up with Slang? 1  

Chapter 9: What's up with Slang? 2 

11. Chapter 10: Global English 1   

Chapter 10: Global English 2 

12. Authentic listening 1, Authentic listening 2 

13. Students' lectures 1, Students' lectures 2 

14. Final Review 1, Final Review 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and Participation(40%)/Homework and Quizzes(30%)/Final Test or Evaluation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Sarosy, P., & Sherak, K.. 2013. <I>Lecture Ready 2 </I>. Oxford University Press (ISBN:9780194417280) 

 

参考文献（Readings） 

To be assigned by each teacher. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DM204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー３Ａ－Ｒ（英語 

(Communication Seminar 3A-R (English)) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴェラスコ(VELASCO DANIEL RAY) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2621 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
自動登録または「その他」登録（詳細は履修要項参照） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to prepare students to listen to, understand, and take part in, discussion about academic lectures in 

English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will watch and listen to video lectures. They will study language that aids listeners to follow lectures, work on 

comprehension, learn to take notes and summarize, practice asking questions, and improve discussion skills. Students may also 

be asked to do a little further research on a topic, and present their opinion to class members for discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to academic listening, Introduction to academic discussion 

2. Chapter 1: Gender and Spending 1 

Chapter 1: Gender and Spending 2 

3. Chapter 2: Ads are Everywhere 1  

Chapter 2: Ads are Everywhere 2 

4. Chapter 3: Work Habits in the 21st Century 1  

Chapter 3: Work Habits in the 21st Century 2 

5. Chapter 4: Leisure Time in the 21st Century 1 

Chapter 4: Leisure Time in the 21st Century 2 

6. Chapter 5: Science and Pleasure: What We Eat 1 

Chapter 5: Science and Pleasure: What We Eat 2 

7. Chapter 6: Unique Solutions to Pollution 1 

Chapter 6: Unique Solutions to Pollution 2 

8. Chapter 7: Getting the News in the High-Tech Age 1 

Chapter 7: Getting the News in the High-Tech Age 2 

9. Chapter 8: Who's on TV? 1  

Chapter 8: Who's on TV? 2 

10. Chapter 9: What's up with Slang? 1  

Chapter 9: What's up with Slang? 2 

11. Chapter 10: Global English 1   

Chapter 10: Global English 2 

12. Authentic listening 1, Authentic listening 2 

13. Students' lectures 1, Students' lectures 2 

14. Final Review 1, Final Review 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and Participation(40%)/Homework and Quizzes(30%)/Final Test or Evaluation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Sarosy, P., & Sherak, K.. 2013. <I>Lecture Ready 2 </I>. Oxford University Press (ISBN:9780194417280) 

 

参考文献（Readings） 

To be assigned by each teacher. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DM205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー３Ａ－Ｒ（英語 

(Communication Seminar 3A-R (English)) 

担当者名 

（Instructor） 
グラスゴー(GLASGOW GREGORY PAUL) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2621 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
自動登録または「その他」登録（詳細は履修要項参照） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to prepare students to listen to, understand, and take part in, discussion about academic lectures in 

English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will watch and listen to video lectures. They will study language that aids listeners to follow lectures, work on 

comprehension, learn to take notes and summarize, practice asking questions, and improve discussion skills. Students may also 

be asked to do a little further research on a topic, and present their opinion to class members for discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to academic listening, Introduction to academic discussion 

2. Chapter 1: Gender and Spending 1 

Chapter 1: Gender and Spending 2 

3. Chapter 2: Ads are Everywhere 1  

Chapter 2: Ads are Everywhere 2 

4. Chapter 3: Work Habits in the 21st Century 1  

Chapter 3: Work Habits in the 21st Century 2 

5. Chapter 4: Leisure Time in the 21st Century 1 

Chapter 4: Leisure Time in the 21st Century 2 

6. Chapter 5: Science and Pleasure: What We Eat 1 

Chapter 5: Science and Pleasure: What We Eat 2 

7. Chapter 6: Unique Solutions to Pollution 1 

Chapter 6: Unique Solutions to Pollution 2 

8. Chapter 7: Getting the News in the High-Tech Age 1 

Chapter 7: Getting the News in the High-Tech Age 2 

9. Chapter 8: Who's on TV? 1  

Chapter 8: Who's on TV? 2 

10. Chapter 9: What's up with Slang? 1  

Chapter 9: What's up with Slang? 2 

11. Chapter 10: Global English 1   

Chapter 10: Global English 2 

12. Authentic listening 1, Authentic listening 2 

13. Students' lectures 1, Students' lectures 2 

14. Final Review 1, Final Review 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and Participation(40%)/Homework and Quizzes(30%)/Final Test or Evaluation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Sarosy, P., & Sherak, K.. 2013. <I>Lecture Ready 2 </I>. Oxford University Press (ISBN:9780194417280) 

 

参考文献（Readings） 

To be assigned by each teacher. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DM206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー３Ａ－Ｒ（英語 

(Communication Seminar 3A-R (English)) 

担当者名 

（Instructor） 
呂 イェジ(YEO YEZI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2621 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
自動登録または「その他」登録（詳細は履修要項参照） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to prepare students to listen to, understand, and take part in, discussion about academic lectures in 

English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will watch and listen to video lectures. They will study language that aids listeners to follow lectures, work on 

comprehension, learn to take notes and summarize, practice asking questions, and improve discussion skills. Students may also 

be asked to do a little further research on a topic, and present their opinion to class members for discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to academic listening, Introduction to academic discussion 

2. Chapter 1: Gender and Spending 1 

Chapter 1: Gender and Spending 2 

3. Chapter 2: Ads are Everywhere 1  

Chapter 2: Ads are Everywhere 2 

4. Chapter 3: Work Habits in the 21st Century 1  

Chapter 3: Work Habits in the 21st Century 2 

5. Chapter 4: Leisure Time in the 21st Century 1 

Chapter 4: Leisure Time in the 21st Century 2 

6. Chapter 5: Science and Pleasure: What We Eat 1 

Chapter 5: Science and Pleasure: What We Eat 2 

7. Chapter 6: Unique Solutions to Pollution 1 

Chapter 6: Unique Solutions to Pollution 2 

8. Chapter 7: Getting the News in the High-Tech Age 1 

Chapter 7: Getting the News in the High-Tech Age 2 

9. Chapter 8: Who's on TV? 1  

Chapter 8: Who's on TV? 2 

10. Chapter 9: What's up with Slang? 1  

Chapter 9: What's up with Slang? 2 

11. Chapter 10: Global English 1   

Chapter 10: Global English 2 

12. Authentic listening 1, Authentic listening 2 

13. Students' lectures 1, Students' lectures 2 

14. Final Review 1, Final Review 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and Participation(40%)/Homework and Quizzes(30%)/Final Test or Evaluation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Sarosy, P., & Sherak, K.. 2013. <I>Lecture Ready 2 </I>. Oxford University Press (ISBN:9780194417280) 

 

参考文献（Readings） 

To be assigned by each teacher. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DM221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー３Ｂ－Ｒ（ド語 

(Communication Seminar 3B-R (German)) 

担当者名 

（Instructor） 
ケルン，Ｄ．Ｓ．(KERN,DANIEL S.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2623 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
自動登録または科目コード登録（詳細は履修要項参照） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年次秋学期の「海外留学研修」に向け，中級レベルの総合的なドイツ語の実践的言語運用能力を養成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回の授業で，ネイティブ教員が担当。ドイツでの生活に不可欠な会話，簡単な文章の読解，自己表現などを練習し，総合的な

ドイツ語運用能力を身につける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：既習事項の確認 

2. 予定：時刻の表現 

3. 予定：約束をする 

4. 道をたずねる：場所を表す前置詞表現 

5. 道をたずねる：場所の説明 

6. 仕事：職業と仕事内容の説明 

7. 仕事：職業についての意見を述べる 

8. ベルリン：観光案内を読む 

9. ベルリン：旅の予定について説明する 

10. 休暇：休暇の計画を立てる 

11. 休暇：ドイツの休暇の過ごし方 

12. 食事：買い物の仕方／分量の言い方 

13. 洋服と気候：形容詞の使い方、天気の言い方 

14. 復習：最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度や提出物など(50%)/随時実施する小テストや最終テストなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Funk/Kuhn. <I>Studio [21] A1 Teilband 1</I>. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520530-6) 

2. Funk/Kuhn. <I>Studio [21] A1 Teilband 2</I>. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520532-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会話練習，グループワークなどを中心に授業をすすめる。宿題・復習などの自主学習を積極的に行うこと。 

小テスト，課題については随時授業内でフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー３Ｂ－Ｒ（フ語 

(Communication Seminar 3B-R (French)) 

担当者名 

（Instructor） 

カリオ，Ｖ．Ｃ．(CARIO,VINCENT CHARLE) 

デルヴロワ，Ｍ．(DERVELOIS,MICHAEL) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2623 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

自動登録または科目コード登録（詳細は履修要項参照） 

火曜日：デルブロワ、金曜日：カリオ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年次秋学期の「海外留学研修」に向け，中級レベルの総合的なフランス語の実践的言語運用能力を養成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

週２回の授業。原則として，ネイティヴ教員が担当する。留学した際，生活・学習両面で適応できるだけの能力を身につけておくた

め，口頭表現，聴解， 作文などの訓練を総合的かつ実践的におこなう。 

テキストとして，各種検定・資格試験の過去問からの抜粋を使用し，以下に挙げる内容を組み合わせて段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 初級文法の復習 

2. 中級文法の習得 

3. 発音矯正 

4. 言語知識の実践への応用 

5. フランスの文化と社会に関する知識の獲得 

6. 時事内容の把握 

7. 読解能力の養成 

8. 聞き取り能力の養成 

9. 口頭表現の習得 

10. ディスカッション能力の養成 

11. 自己紹介文（ＣＶ）の作成 

12. フランス語による論理的思考能力の養成 

13. 個々のスキルの統合 

14. 留学のためのフランス語 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各種テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に配付するプリント。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業時に前回授業のフィードバックをする。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー３Ｂ－Ｒ（ス語 

(Communication Seminar 3B-R (Spanish)) 

担当者名 

（Instructor） 
ベネロス，Ｍ．(VENEROS,MARIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2623 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
自動登録または科目コード登録（詳細は履修要項参照） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年次秋学期の「海外留学研修」に向け，中級レベルの総合的なスペイン語の実践的言語運用能力を養成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

スペイン語の基礎力を強化し，文化的側面についても学ぶ｡ 留学研修に向けて現地でのマナーや文化規範の異なる場面におけ

る行動様式を身につける｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介 

2. 発音の改善＋語彙の増やし方 

3. 既習文法事項の確認 

4. 現在時制の動詞表現１ 

5. 現在時制の動詞表現２ 

6. 現在時制の動詞表現３ 

7. 前半部分のおさらい 

8. 過去時制の動詞表現１ 

9. 過去時制の動詞表現２ 

10. 過去時制の使い分け 

11. 未来時制の動詞表現 

12. 命令法 

13. 接続法 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

既習事項を充分復習した上で，積極的に授業に参加することが要求される｡ 各自で単語帳を作成しておくことが望ましい｡ 

その他，毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度・積極性(30%)/各種テスト・提出物(70%) 

提出物は単に提出すればよいのでなく､ 質が問われる｡ 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『プリント配付』 

 

参考文献（Readings） 

１年次使用のテキスト，各種辞書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

その他ビデオも授業で活用する。 

図書館のスペイン語初学者用リーダーコーナーも活用してほしい｡ 

 

注意事項（Notice） 
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■DM224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー３Ｂ－Ｒ（中国 

(Communication Seminar 3B-R (Chinese)) 

担当者名 

（Instructor） 
王 紅艶(WANG HONGYAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2623 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
自動登録または科目コード登録（詳細は履修要項参照） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年次秋学期の「海外留学研修」に向け，中級レベルの総合的な中国語の実践的言語運用能力を養成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

留学した際に学習・生活両面で適応できるよう，週２回の授業で実践的言語運用能力を身につける。留学先での様々な状況を想

定したスキットや，中国語圏の生活・社会・文化などを理解できる内容を含んだ教材を用い，中級レベルの語彙や文型などをグル

ープによる会話練習，ディスカッションを通して学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中国菜 

2. 中国的饮料 

3. 中国的糕点 

4. 中国的体育 

5. 中国的自然地理 

6. 中国的行政区划 

7. 中国的人口与民族 

8. 復習 

9. 中国的语言 

10. 中国的历史 

11. 中国的教育 

12. 中国的宗教 

13. 中国的经济 

14. 総復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(30%)/授業内に指示した提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 郭春贵·郭久美子·梁勤、2018、『やさしく楽しく中級中国語』、白帝社 (ISBN:978-4-86398-269-7) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じ，適宜教室で示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／コミュニケーションセミナー３Ｂ－Ｒ（朝鮮 

(Communication Seminar 3B-R (Korean)) 

担当者名 

（Instructor） 
李 リョン京(LEE RYONGYON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2623 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
自動登録または科目コード登録（詳細は履修要項参照） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年次秋学期の「海外留学研修」に向け，中級レベルの総合的な朝鮮語の実践的言語運用能力を養成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

韓国で日本語を使わずに行なわれる授業についていくことができるよう，朝鮮語でのやり取りに習熟するための授業を行う。朝鮮

語圏への留学を希望する者は必ず履修する。韓国で使われている教材を使って週２回の授業を行う。語彙を増やし，新しい表現

を身につけるとともに，多くの会話表現を練習し身につける。また，聞き取りはもちろん，的確な音読の能力や，教材にある文章

の読解も行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 自己紹介について 

3. 食事について 

4. 買い物について 

5. 招待や会合について 

6. 交通について 

7. 公共機関の利用について 

8. 電話のかけ方について 

9. 病院に利用について 

10. 旅行の計画や予約について 

11. 火事について 

12. 現地研修予行演習１ 

13. 現地研修予行演習２ 

14. 復習とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。特に復習に力を入れ語彙力を増やすこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/テストや提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 1993、『朝鮮語辞典』、小学館 

電子辞書も可 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／キャリア実践演習Ａ 

(Career Skills Development A) 

担当者名 

（Instructor） 
久保田 学(KUBOTA MANABU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者対象 

外国人留学生入試による入学者・９月入学者：自動登録，その他の学生：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1.将来のキャリアを考え目標を設定した上で卒業後の進路を決定すること 

2.これまでの人生を振り返り、自身の特性を認識し、表現できること 

3.日本の産業の仕組みを理解し、自身の強みを活かすことか゛できる業界、企業を見つけること 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本で民間企業就職のキャリアを考えている外国人留学生を対象に、夢を実現するために必要となる日本の就職活動の理解と

必要な準備について学習します。本事業を毎回受講することで、「なりたい自分」と「自分を活かせる仕事」を見つけることができ

ます。また、日本での就職活動において外国人留学生が最も不足している準備を行うことができます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 将来のキャリアと日本での就職 

2. 日本の就職活動文化を知る 

3. 就職試験を体験する 

4. 自己分析１ 

これまでの人生を振り返る 

5. 自己分析２ 

自身の特性を把握する 

6. 自己分析３ 

将来の自分を考える 

7. 自己分析４ 

日本とのつながりを考える 

8. 自己分析５  

自己分析のまとめ 

9. 業界・企業研究１ 

業界研究の目的と方法 

10. 業界・企業研究２ 

業界のつながりを考える 

11. 業界・企業研究 3  

企業を選択する基準 

12. 業界・企業研究４  

3C 分析による企業研究 

13. まとめ 1  

学生時代に力を入れたことの作成 

14. まとめ２  

自己 PR と志望理由の作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示します。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席及び授業への参加度(35%)/提出物・授業内課題(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 一般社団法人留学生支援ネットワーク 久保田 学、2018、『留学生のための就職内定ワークブック』、日本能率協会マネジメ

ントセンター (ISBN:978-4-8207-2641-8) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

備考参照／キャリア実践演習Ｂ 

(Career Skills Development B) 

担当者名 

（Instructor） 
久保田 学(KUBOTA MANABU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者対象 

外国人留学生入試による入学者・９月入学者：自動登録，その他の学生：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1.日本の就職活動の文化理解と仕組みを理解し対応できる力をつけること 

2.これまでの人生を振り返り自身の特性を認識し、表現することができること 

3.他者と円滑なコミュニケーションを行うための文章力、表現力を身に付けること 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本で民間企業就職のキャリアを考えている外国人留学生を対象に、夢を実現するために必要となる日本の就職活動の理解と

試験対策に必要な文章力、コミュニケーション能力を育成します。日本の就職活動で外国人留学生が苦労する、エントリーシート

（履歴書）や面接対策を中心に行い、自律的に日本での就職活動を行うための知識とノウハウを習得することができます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 就職活動のスケジュールと準備 

2. プレエントリーと会社説明会 

3. 筆記試験 

4. エントリーシート 1  

エントリーシートの目的 

5. エントリーシート 2  

学生時代に力を入れたこと 

6. エントリーシート 3  

自己 PR 

7. エントリーシート 4  

志望理由 

8. エントリーシート 5  

日本とのつながり 

9. エントリーシート 6  

エントリーシートを完成させる 

10. 面接 1  

面接の種類と基本マナー 

11. 面接 2  

グループディスカッション 

12. 面接 3  

グループ面接 

13. 面接 4  

個人面接 

14. まとめ 

就職活動開始に向けて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示します。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席及び授業への参加度(35%)/提出物・授業内課題(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 一般社団法人留学生支援ネットワーク 久保田 学、2018、『留学生のための就職内定ワークブック』、日本能率協会マネジメ

ントセンター (ISBN:978-4-8207-2641-8) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM401／Introduction to Mass Communication 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Mass Media, Culture, and Society 

担当者名 

（Instructor） 
呂 イェジ(YEO YEZI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2361 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象（ＤＬＰ） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

In this course, Students learn major theories and concepts of mass media, communication, and cultural studies. Students are 

asked to examine concepts such as “racial diversity” in mass media, by finding concrete examples of “whitewashing” in 

Hollywood feature films, for instance. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This is a discussion-oriented class, in which students are asked to come to class having read the weekly assigned readings and 

participate in discussions with their classmates. Students are also expected to give two in-class presentations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course 

2. Mass Media, Popular Culture, and Society 

3. (Fake) News 

4. Music Industry 

5. Film Industry 

6. Television 

7. Electronic games and mixed realities 

8. The Internet and social media 

9. Advertising and public relations 

10. Economics of mass media 

11. Ethics of mass media 

12. Media, government, and democracy 

13. The future of mass media  

14. Final presentations  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Assignments each week include a reading and/or watching a film, animation, music video, commercial, etc. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and participation(30%)/In-class performance(30%)/Individual presentation(10%)/Final presentation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Readings are assigned and distributed weekly by the lecturer.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM402／Introduction to Linguistics 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Structure, Use and Variation 

担当者名 

（Instructor） 
グラスゴー(GLASGOW GREGORY PAUL) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2161 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象（ＤＬＰ） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

At the end of this course, students will be able to: 

 

1) identify how language is produced and how it functions by distinguishing between core linguistic concepts such as phonetics 

and phonology, syntax, morphology and lexis, and applied linguistics concepts such as pragmatics, sociolinguistics, discourse 

analysis and psycholinguistics 

2) apply these linguistic concepts in order to better understand issues and problems related to language  in today's 

contemporary world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This is a course to introduce students to the field of modern linguistics. At the micro level, students will develop am 

understanding of how human language is structured and how it is articulated. Students will learn how sound units, words and 

sentences in human language are distinguished from one another. At the macro level, students will relate issues in human 

language to wider contexts in society and culture. Topics in this area will range from understanding pragmatics, or everyday 

language use in different situations, to sociolinguistics, or the study of how language is perceived and how it varies in society, to 

language acquisition, or theories of what it takes to learn a language. Through presentations, students will investigate language 

issues or problems in modern linguistics of their choosing. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the Course: What is Linguistics? 

2. Sounds of Language: Phonetics and Phonology 

3. Structure of Words: Morphology  

4. Lexicon: Vocabulary 

5. Structure of Sentences: Syntax  

6. Meaning (Semantics), Review for Midterm Exam 

7. Midterm Exam 

8. Pragmatics: An Overview 

9. Sociolinguistics: Language and Social Context  

10. Understanding Discourse Analysis 

11. Language Teaching and Learning: Contemporary Issues 

12. Class Presentations 

13. Class Presentations, Review for Final Exam 

14. Final Exam 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

This class will require approximately 2 hours of study a week outside of class for the whole term. Study hours may increase as 

students prepare presentation projects and study for midterm and final exams. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation(30%)/Classwork, Attendance and Participation(40%)/Midterm and Final Exam(30%) 

Supplemental worksheets will be provided in class to support students in following the lectures. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. McGregor, W. B.. 2015. <I>Linguistics: An Introduction (Second Edition)<I>. Bloomsbury (ISBN:978-0-5675-8352-9)</I> 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

This class will have a Google website. Students will be expected to check it periodically for updates to class activities, to upload 

assignments and to review class summaries.  

 

注意事項（Notice） 
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■DM403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM403／Introduction to Translation and Interpreting Studies 

担当者名 

（Instructor） 
松下 佳世(MATSUSHITA KAYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2261 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This is an introductory course of the Translator and Interpreter Training Program, which is designed to develop foundational 

competencies for translators and interpreters. The course aims to enable students to understand and appreciate the diverse 

roles, the working practices, and the necessary skills that characterize the profession today. It also raises the issue of the 

relationship between practice and theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Through this course, students will learn about various aspects of translation and interpreting as "intercultural communication," 

focusing on the unique role they play in enabling participants from different linguistic and cultural backgrounds to understand 

each other. Through lectures and discussions, students will be introduced to basic theories and actual practices of translation 

and interpreting. Professional translators and/or interpreters will be invited as guest speakers in order to deepen students' 

understanding of translation and interpreting in society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Outline of basic theories in Translation Studies 

3. What is equivalence? 

4. Skopos Theory 

5. Translation strategies 

6. Outline of basic theories in Interpreting Studies 

7. Gile's effort models 

8. Theory of sense 

9. Norms in translation and interpreting 

10. Ethical issues in translation and interpreting 

11. Relationship between theory and practice 

12. Translation in society 

13. Interpreting in society 

14. Summary 

*The schedule may be subject to change. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Each week, students will be given materials to read or watch before class. Students are required to submit a reaction paper at 

the end of each class reflecting on what they have learned. Students are also expected to submit written assignments when 

instructed and to actively participate in discussions.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Report(40%)/Attendance and class contribution(30%)/Written assignment(s)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Reading materials will be distributed in class or posted on the web. 

 

参考文献（Readings） 

1. Munday, J.. 2016. <I>Introducing Translation Studies: Theories and Applications</I> 4th ed.. Routledge (ISBN:1138912557) 

2. Pöchhacker, F.. 2016. <I>Introducing Interpreting Studies</I> 2nd ed.. Routledge (ISBN:0415742722) 

3. Pöchhacker, F. & Schlesinger, M. (Eds.). 2002. <I>The Interpreting Studies Reader</I>. Routledge (ISBN:0415224780) 

4. Pym, A.. 2014. <I>Exploring Translation Theories</I> 2nd ed.. Routledge (ISBN:041583791X) 

5. Venuti, L.. 2012. <I>The Translation Studies Reader</I> 3rd ed.. Routledge (ISBN:0415613485) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

An advanced level of English and Japanese proficiency is needed in order to complete this course successfully. 
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International students who wish to take this course need be placed in J8 after taking Rikkyo's Japanese placement test. 

 

注意事項（Notice） 
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■DM404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM404／Introduction to Communication 

担当者名 

（Instructor） 
神戸 直樹(KANBE NAOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2361 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象（ＤＬＰ） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1) Students will become more aware of how communication in a variety of settings affects their everyday lives.  

2) Students will be able to communicate effectively in interpersonal, small group, and public settings through learning and 

discussing key concepts/theories in communication studies. 

3) Students will be able to interrogate communication phenomena critically.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is a survey course designed to assist students in increasing their knowledge and skills of communication including 

listening, verbal and nonverbal communication. Through learning and discussing key theories and concepts in communication 

studies, it aims at helping students communicate effectively in interpersonal, small group, and public settings. This course also 

approaches communication from a critical perspective that questions and challenges what we take for granted in our daily 

interactions.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the Course 

2. Definitions, Models, and Perspectives of Communication (1) 

3. Definitions, Models, and Perspectives of Communication (2) 

4. Language and Communication (1) 

5. Language and Communication (2) 

6. Nonverbal Communication (1) 

7. Nonverbal Communication (2) 

8. Interpersonal Communication (1)  

9. Interpersonal Communication (2) 

10. Intercultural Communication (1) 

11. Intercultural Communication (2) 

12. Technology, Media, and Communication 

13. Group Communication 

14. Course Review 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and Participation(20%)/Reading Responses(20%)/Quizzes(30%)/Final Report(30%) 

Students need to attend 80% or more of the classes taught to earn a passing grade. 

 

テキスト（Textbooks） 

To be announced. 

 

 

参考文献（Readings） 

1. Wood, J. T.. 2017. <I> Communication mosaics: An introduction to the field of communication</I> (8th ed.).. Cengage 

(ISBN:9781305403581) 

2. Trenholm, S.. 2014. <I> Thinking through communication</I> (7th ed.: Pearson New International ed.).</I>. Pearson 

(ISBN:9781292027166) 

3. Warren, J. T., & Fassett, D. L.. 2015. <I> Communication: A critical/cultural introduction </I> (2nd. ed.).. Sage 

(ISBN:9781452217819) 

4. Wood, J. T.. 2016. <I> Interpersonal communication: Everyday encounters</I> (8th ed.).. Cengage (ISBN:9781285445830) 

5. Gamble, T. K., & Gamble, M. W.. 2014. <I> Interpersonal communication: Building connections together. </I>. Sage 

(ISBN:9781452220130) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM405 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM405／Introduction to Intercultural Communication 

担当者名 

（Instructor） 
ヴェラスコ(VELASCO DANIEL RAY) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2361 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象（ＤＬＰ） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide students with an overview of the field of Intercultural Communication. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The primary aim of this course is for students to gain a deep understanding of intercultural communication, and its various 

functions in a global society. By doing so, students will understand the relationship between language, culture, and 

communication, and develop skills to improve communication with individuals from other cultures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course 

2. Ethics in Intercultural Communication 

3. Culture and Communication 

4. Cultural Values 

5. Cultural Identities 

6. Tolerance and Appreciation 

7. Verbal Communication 

8. Nonverbal Communication 

9. Intercultural Rhetoric 

10. Power and Globalization 

11. Intercultural Competence 

12. Intercultural Relationships 

13. Presentations (1) 

14. Presentations (2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to spend time outside of class reading, writing, conducting research, and completing assignments. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation(30%)/In-class activities(30%)/Final Presentation(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Baldwin, J. R., Means Coleman, R. R., Gonzalez, A., and Shenoy-Packer, S.. 2014. <I>Intercultural Communication for Everyday 

Life<I>. John Wiley & Sons (ISBN:9781444332360)</I> 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM406／Introduction to Cultural Studies 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
From MTV to the Virtual Revolution: Theories and Practice in Cultural Production. 

担当者名 

（Instructor） 
レイゼル，Ｍ．(REISEL MARY) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2461 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象（ＤＬＰ） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The course provides an interdisciplinary approach to theories and ideologies in the study of cultural formation and popular 

culture. It introduces a variety of approaches and concepts of cultural studies, and provides a map of influential key thinkers, 

philosophies, and case studies from different fields of study. By the end of the course, students will gain insight into how 

cultural patterns are formed and sustained, and will develop independent skills in critical thinking and academic discussion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Cultural studies is an interdisciplinary field of research which investigates the ways in which critical issues of gender, race, 

sexuality, citizenship, class, politics, and power influence cultural production, ideologies and resistance within societies. The 

course takes an interdisciplinary approach to cultural studies, and introduces key concepts and theories along case studies in 

popular culture and cultural consumption. Since culture is not a static product but an ongoing process, Cultural Studies is one 

of the most vibrant and fast-changing discipline in the academic world. The course presents the historical development of the 

study, core concepts and dominant ideologies such as postmodernism, post-colonialism, mass consumption, virtual media, cyber 

anthropology, video games and role plays, and much more.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction:  What is Culture and How We Perceive the World Around Us.   

2. Cultural Studies I: A Brief History of Institutions, Schools, and Thinkers. 

3. Cultural Studies II: Basic Concepts, Ideologies, and Debates.  

4. Semiotics, Signs, and Symbols in Culture: Visual Images, Comics, and Moving Pictures.  

5. In-Between Journalism and Yellow Magazines: Devaluing Information and New Authority Voices.  

6. Pop Art and the New Aesthetics: Andy Warhal, Murakami Takashi and the Changing Values of Visual Art.  

7. The Music Revolution: MTV, fashion TV, YouTube, and the Rising Class of iPerformance. 

8. From Pokemon to Hip-Hop: Globalisation and Colonialism in the Exchange of Popular Culture.  

9. Gender and Equality: Is Postmodernism and Post-Gender the Solution to a Diverse Society?  

10. Gender, Sexuality, Race: Social Networks and the Creation of New Social Classes. 

11. Fan Communities, Celebrities, and Economic Power: From the Disco Generation to Virtual Idols, J-Pop and AKB dreams.  

12. Virtual Love and Online Dating: New Intimacies and the Redefinition of Love.  

13. Fashion as Resistance: Can Punk, Pop, and GothLoli Modify Traditional Social Roles? 

14. Students final research, presentations, and summary.  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Articles and reading texts will be uploaded on the university website in addition to recommended readings. Students are 

expected to come prepared for active class discussions.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/Class presentations/quiz(30%)/Weekly participation and response papers(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Barker Chris. 2011. <I>Cultural Studies: Theories and Practice</I>. Sage (ISBN:978-0857024800) 

2. Storey John. 2018. <I>Cultural Studies & Popular Culture: An Introduction</I>. Rutledge (ISBN:978-0415786621) 

 

参考文献（Readings） 

Weekly readings will be uploaded on Rikkyo's Blackboard website if they are not found in the textbooks.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 160 - 

■DM407 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM407／Introduction to International Development and Cooperation 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Global Issues 

担当者名 

（Instructor） 
ジョンソン，Ｓ．(JOHNSON STEPHAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2461 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象（ＤＬＰ） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

•Students will be able to use critical and analytical thinking skills to actively engage in problem-solving and policy analysis 

regarding social, political, economic, and global issues. 

 

•Students will be able to analyze and understand assigned reading selections before applying the highlighted theories and 

conceptual models underlying the analysis of international development and sustainability. 

 

•Students will be able to apply coherent, logical and interpretive frameworks in order to formulate researchable problems and 

questions, design and conduct appropriate research, and apply various methods to interpret data and statistics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides an overview of the mechanisms of international development and cooperation by analysing significant 

issues and themes relevant to today's international community. 

 

The course takes a thematic approach to analysing the current state of international development and cooperation. Issues 

affecting the international community and the institutions put in place to address these issues form the central focus of 

analysis and discussion. The course explores the nature of the international environment, the constraints and opportunities that 

flow from this environment, and the role of an international secretariat along with its scope and limitations.  

The course explores a range of issues facing the international community, various international organizations designed to find 

solutions to these complex situations, critical analysis of the efficacy of these proposed solutions, and an investigation into 

future avenues of international cooperation.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and guidance for the course 

2. Global Issues 

3. Global Population 

4. International Politics 

5. Understanding AIDS 

6. Mid-term Presentation 1 

7. Mid-term Presentation 2 

8. Poverty 

9. Research 

10. Arms Control 

11. Foreign Aid 

12. Final Presentations 1 

13. Final Presentations 2 

14. Final review 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Please refer to the syllabus provided by the instructor in the first class.  Homework will be announced at the end of each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and active class participation in exercises and group work activities(30%)/Final Essay(30%)/Journal 

Entries(20%)/Presentation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM408 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM408／Culture and Identity 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Language and Intercultural Communication 

担当者名 

（Instructor） 
グラスゴー(GLASGOW GREGORY PAUL) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2461 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象（ＤＬＰ） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the end of this course, students will be able to: 

 

 - relate intercultural communication to language use in everyday society 

 - develop a critical awareness of the experiences of people with different nationalities and linguistic backgrounds 

- increase understanding of specialized terminology /vocabulary relating to language and intercultural communication 

 - develop critical academic reading and writing skills through the learning of specialized content 

 

授業の内容（Course Contents） 

This subject will explore how culture and identity shape each other and reflected in language use. It will examine how cultures 

influence the construction of identities. This subject will introduce students to theoretical background as well as a variety of 

approaches to investigate the relationship between culture and identity. The students who complete this subject should be able 

to understand the variety of cultural /social contexts and the concepts of the construction of identities, to analyze and 

critically evaluate the issues in this area, and to communicate through the discussion relevant to their own interests toward 

culture and identity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the Course 

2. The Field of Language and Intercultural Communication 

3. Cultural Socialization and Language 

4. The Communication Process 

5. Nonverbal Communication and Culture 

6. Identity, Language and Intercultural Communication 

7. Review and Preparation for Midterm test 

8. Midterm test 

9. Preparation for the Final Paper 

10. Intercultural Relationships  

11. Intercultural Communication and Conflict Resolution 

12. Intercultural Communication in the Workplace 

13. Review for Final test 

14. Final Exam, Submission of Final Papers 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

This course will require approximately 2 hours of homework a week, with the possibility of more hours of study in preparation 

for exams and final papers. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/Midterm Test(20%)/最終レポート(Final Report)(20%)/Lecture Notes (In Class)(20%)/Homework(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jackson, Jane.. 2014. <I>Introducing Language and Intercultural Communication </I>. Routledge (978-0-415-60199) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

The link to the course website will be given on the first day. Students will be expected to check the Google website periodically 

for class updates and class summaries. Students will be expected to have a basic knowledge of Google Docs to complete the 
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final paper. 

 

注意事項（Notice） 
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■DM422 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM422／Gender Issues in Communication: Critical& Cultural Perspectives 

担当者名 

（Instructor） 
神戸 直樹(KANBE NAOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3371 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1) Students will be able to apply key concepts/theories in gender studies to everyday experiences.  

2) Students will develop a deeper understanding of how gender identities are constructed, maintained, and challenged through 

one’s body and communication.  

3) Students will be able to think critically about femininity and masculinity which are culturally/socially defined and 

expressed/practiced by individuals. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course attends to key concepts/theories in gender studies. In particular, it critically examines the ways in which particular 

images of femininity and masculinity and differences between them are constructed, maintained, and challenged through one’s 

body and communication. Through discussing various topics, it aims at raising students’ awareness of gender issues in 

communication. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the Course 

2. Developing a Critical Gender Lens 

3. Gendered Nonverbal Communication: An Overview 

4. Femininity and the Body (1) objectification 

5. Femininity and the Body (2) gender performativity 

6. Femininity and the Body (3) docile bodies 

7. Masculinities and the Body (1) hegemonic masculinity 

8. Masculinities and the Body (2) subordinate masculinities 

9. Masculinities and the Body (3) male beauty work 

10. Gendered Communication in Dating Relationships 

11. Violence and Gender 

12. Gendered Paralanguage and Language 

13. Gendered Media  

14. Queer Theory and Communication 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and active participation(20%)/Reading responses(10%)/Observation reports(40%)/Final report(30%) 

Students need to attend 80% or more of the classes taught to earn a passing grade. 

 

テキスト（Textbooks） 

To be announced in class. 

 

参考文献（Readings） 

1. Wood, J. T. & Fixmer-Oraiz, N.. 2017. <I>Gendered lives: Communication, gender, and culture </I> (12th ed.).. Cengage 

(ISBN:9781305280274) 

2. DeFrancisco, V. P., Palczewski, C. H., & McGeough, D. D. 2018. <I>Gender in communication: A critical introduction</I> (3rd 

ed.).. Sage (ISBN:9781506358451) 

3. Pilcher, J. & Whelehan, I.. 2017. <I>Key concepts in gender studies</I> (2nd ed.).. Sage (ISBN:9781446260296) 

4. Spencer, L.G., & Capuzza, J. C. (eds.). 2015. <I>Transgender communication studies.</I>. Lexington Books 

(ISBN:9781498500074) 

5. Reeser, T. W.. 2011. <I>Masculinities in theory: An introduction.</I>. Wiley-Blackwell (ISBN:9781405168601) 

To be announced in class. 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

It is recommended that the student’s English level is at or above  

TOEFL iBT 76，TOEFL ITP 540, IELTS 6.0, TOEIC 700 , or TOEIC IP 700. 
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■DM423 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM423／Communication and Citizenship 

担当者名 

（Instructor） 
パン，イーエー(PAN,YIHYEH) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3371 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will  

*learn to engage in group discussions on CRT topics.  

*be able to define and give examples of CRT terms and concepts learned in class. 

*explore how racial/social inequities are produced, reproduced, and maintained within social institutions. 

 *acquire critical thinking skills and heightened awareness of racial issues through discussion of CRT topics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will explore the influential role that race plays in shaping our interactions with "Others". To understand the deep 

interconnections between race and our daily life, Critical Race Theory (CRT) is employed as a race-based analytical framework 

to study inequalities in society. In addition, CRT also provides a way for us to communicate with and hear the voice of the 

oppressed. In group discussions throughout the semester, students will be asked to critically examine racial discourses and 

issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Overview of the course/How much do you know about CRT?     

2. Introduction     

3. Hallmark CRT Themes Part I     

4. Hallmark CRT Themes Part II     

5. Legal Storytelling and Narrative Analysis     

6. Looking Inward     

7. Power and the Shape of Knowledge Part I     

8. Power and the Shape of Knowledge Part II     

9. Critiques and Responses to Criticism     

10. CRT today Part I     

11. CRT today Part II     

12. CRT Conclusion   

13. Color-blind racism article     

14. Review what we have learned in this course/final test     

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in class.     

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/Discussion/Participation(30%)/Leading Report(20%)/Quizzes(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Delgado, R., & Stefancic, J.. 2017. <I>Critical race theory: An introduction</I>. New York: New York. University Press 

(ISBN:978-1479802760) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

It is recommended that the student’s English level is at or above  

TOEFL iBT 76，TOEFL ITP 540, IELTS 6.0, TOEIC 700 , or TOEIC IP 700. 
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■DM424 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM424／Media in Japan 

担当者名 

（Instructor） 
潘 夢斐(PAN MENGFEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3371 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

2018 年 7 月 26 日付：以下の通り変更（変更理由：担当者変更のため） 

担当者：河 炅珍 → 潘 夢斐 

 

授業の目標、授業の内容、授業計画、成績評価方法・基準、テキスト、参考文献、その

他（HP等）については本文参照 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course aims to explore “media” from theoretical, historical, and practical perspectives to enhance students' understanding 

of media in Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course first introduces important theories including those by Marshall McLuhan, Stuart Hall, Walter Benjamin and Clement 

Greenberg. Throughout the course, we will discuss over the relationship between the producers and receptors, role of 

technology, social effects of media, and how we can understand space as media. In addition to Newspaper, Television and the 

Internet, it also explores rising topics including city as media, art as media, and museum as media. With a specific focus on 

Japan, it incorporates in cross-cultural comparisons and invites the students to consider “Ikebukuro” as media. The course 

encourages the students not only to explore the scholarship through readings but also to develop their own critical thinking 

about the media phenomenon close to their life.  

The course is composed of eleven sessions for lectures, one session for student presentations, one guest lecture and one in-

class final test (essay type). The students are also required to submit a report based on both readings and fieldwork on a given 

topic. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Media Theory (1): Message/Code and Audience 

3. Media Theory (2): Technology and Reproduction 

4. Media Theory (3): Space as Media 

5. Print Media: Newspapers and Magazines 

6. Radio, Film, and Television 

7. Lecture by Guest Speaker 

8. Art as Media 

9. Museum as Media 

10.  City as Media and Ikebukuro as Media 

11. Student Presentations 

12. Phone, Mobile Phone, and Computer 

13. Global Media and Japan 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Readings distributed before each class and field work. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and participation in class(30%)/Report and presentation(30%)/Final test(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Printouts of lecture slides. 

 

参考文献（Readings） 

1. McLuhan, Marshall, Quentin Fiore, Jerome Agel.. 2001. <I>The Medium is the Massage: An Inventory of Effects</I>. Gingko 

Press 

Hall, Stuart. “Encoding/decoding”, in Culture, Media, Language. Stuart Hall, Dorothy Hobson, Andrew Lowe, et.al., eds, London: 

Hutchinson, 1980, 128-38. 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

N/A. 

 

注意事項（Notice） 

It is recommended that the student’s English level is at or above  

TOEFL iBT 76，TOEFL ITP 540, IELTS 6.0, TOEIC 700 , or TOEIC IP 700. 
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■DM425 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM425／Orientalism in Media 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Various Orientalisms in the World 

担当者名 

（Instructor） 
青木 敦子(AOKI ATSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3371 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

On completion of this course, the students will be able to a) understand colonial discourses that underline media 

representations of race, gender, nation, and multiculturalism; and b) think critically of the mechanisms and processes by which 

Orientalist representations are produced. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course we will revisit the concept of Orientalism and examine a history of discourse concerning the representation of 

Asians, Arabs, Muslims and other entities. We will interrogate what these imaginings tell us about anxieties over and/or desire 

for imperial expansion, multiculturalism, and globalization in the past and the present. This course will use diverse materials such 

as key readings, texts, images, and films to attain these objectives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Reading Orientalism 

3. The Age of Empire 

4. Yellow Peril 

5. Japan's Orient 1 

6. Japan's Orient 2 

7. Science and Orientalism 

8. Representations of South Asians 

9. Representations of Southeast Asians 

10. Asians in Hollywood Films 

11. The Post-911 Era 

12. Self-Orientalism  

13. Semester Review 

14. Individual Presentations 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to read the assigned materials prior to class and be prepared for active class participation. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation(20%)/Response Papers(40%)/Final Presentation(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Readings will be provided in class. 

 

参考文献（Readings） 

1. Edward Said. 1979. <I>Orientalism</I>. Vintage (ISBN:978-0394740676) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

It is recommended that the student’s English level is at or above  

TOEFL iBT 76，TOEFL ITP 540, IELTS 6.0, TOEIC 700 , or TOEIC IP 700. 
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■DM426 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM426／Transcultural Cinema 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Global Cinema (Asia) 

担当者名 

（Instructor） 
イ，ヒャンジン(LEE,HYANGJIN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3471 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This seminar course will explore the theoretical and cultural perspectives on global cinemas, by surveying some of most 

representative works from different regions and genres. The course aims to lead students to a better understanding the 

contemporary film practices transcending the limitations of culture, and the increasing permeability of cultural borders between 

people or institutions.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Informed by the theoretical readings from film studies, we will discuss the cinematic transculturalism which is narrated by an 

increasing number of directors across national, regional, religious or other institutional cultures. In doing so, we will scrutinize 

the ways in which the national and other institutional identity which has been constructed to marginalize and exclude cultural 

identity of various social minorities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Outline 

2. Screening Nation and National Culture 

3. England: Bend it like Beckham (Gurinder Chaldha, 2002) 

4. Japan: Tokyo Story (Yasuiiro Ozu, 1950) 

5. Korea: Housemaid (Kim Ki-young, 1960)  

6. China: Farewell My Concubine (Chen Kaige, 1993) 

7. Zainichi: My Heart is Not Broken Yet (An Hye-ryong, 2007) 

8. Philippine: Macho Dancer (Lino Brocka, 1988) 

9. China-Hollywood: Brokeback Mountains (Ang Lee, 2005) 

10. Japan-Zainichi: All Under the Moon (Yoichi Sai,1993) 

11. Hong Kong:  In the Mood for Love (Wong Kar-wai, 2000) 

12. Thai: Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (Apichatpong Weerasethakul, 2010) 

13. Korea-Hollywood: Okja (Bong Jungho, 2016) 

14. Paper Sharing and Wrap Up  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/プレゼンテーション(30%)/課題・提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Natasa Durovicova and Kathleen Newman. 2010. <I>World Cinemas, Transnational Perspectives</I>. Routledge (10:0-415-

97654-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. Elizabeth Ezra and Terry Rowden. 2006. <I>Transnational Cinema The Film Reader</I>. Routledge (13:9-78-0-415-37158-2) 

2. C Richard King, Carmen R Lugo-Lugo and Mary K, Bloodsworth-Lugo. 2010. <I>Animating Difference: Race, Gender and 

Sexuality in Contemporary Films for Children</I>. Rowman & Littlefield Publishers, Inc. (ISBN:978-0-7425-6082-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

It is recommended that the student’s English level is at or above  



 - 171 - 

TOEFL iBT 76，TOEFL ITP 540, IELTS 6.0, TOEIC 700 , or TOEIC IP 700. 

 

  



 - 172 - 

■DM427 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM427／Contemporary Culture in Japan 

担当者名 

（Instructor） 
カズンズ，Ｓ．Ｄ．(COUSINS,STEVEN D.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3471 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The goal of this course is to examine various features of contemporary Japanese culture and society, and thereby to explore 

Japanese national identity in the age of globalization. 

 

授業の内容（Course Contents） 

After the economic "bubble" of the 1980s, Japan entered a period of economic stagnation that continues to the present day. 

Many Japanese youth have found it increasingly difficult to find secure, long-term jobs, and have begun to question the value of 

pursuing their goals in the traditional school-to-work system. A variety of social trends and youth subcultures have evolved as 

a result of these pressures, and these offer a window through which we can understand contemporary Japan more deeply.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course orientation 

2. Kawaii culture: Current status, Japanese origins, social implications 

3. Kawaii culture: Interpretation and discussion 

4. Otaku culture: Current status, Japanese origins, social implications 

5. Japan's declining population: Current status and causes 

6. Japan's declining population: Social implications 

7. Solutions to the population crisis: Immigration pros & cons 

8. Solutions to the population crisis: Immigration debate 

9. Solutions to the population crisis: Work-life balance 

10. Solutions to the population crisis: Marriage hunting 

11. Disconnected youth subcultures: Neets & Freeters 

12. Disconnected youth subcultures: Hikikomori 

13. Group presentations 

14. Final essay test  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

The teacher will provide the reading materials for each class. Students are required to read the articles before class, to look up 

unfamiliar vocabulary, and to think about the topics on their own. Students will work in groups to make an English oral 

presentation about a topic of their choice.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/Attendance and participation(40%)/Group presentation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

It is recommended that the student’s English level is at or above  

TOEFL iBT 76，TOEFL ITP 540, IELTS 6.0, TOEIC 700 , or TOEIC IP 700. 
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■DM428 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM428／Religions in Japan 

担当者名 

（Instructor） 
ムスリン，Ｉ(MUSULIN ILJA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3471 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The main goal of this course is acquiring basic knowledge of Japanese religions. Students will also be encouraged to develop the 

ability to think about social and cultural issues from different angles, and to foster understanding and respect for different 

worldviews and value systems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, through a study of different religious worldviews and values, students will explore the role of religious thought 

and practice in the formation of Japanese culture and tradition. The course will focus on Shinto, Buddhism, Taoism, 

Confucianism, and Christianity in Japan.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction; Religion in prehistoric Japan. 

2. Shinto I 

3. Shinto II 

4. Taoism and Japanese culture. 

5. Japanese Buddhism I 

6. Japanese Buddhism II 

7. Japanese Buddhism III 

8. Guidelines for writing the term-end paper. 

9. Mountain worship and Shugendo 

10. Confucianism in Japan I 

11. Confucianism in Japan II 

12. Christianity in Japan 

13. Japanese new religions 

14. Religiosity and concept of religion in contemporary Japan 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to read a book on Japanese religions at home in preparation for the term-end paper (report exam). 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/Attendance and classroom attitude(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Handouts will be distributed in each lesson. 

 

参考文献（Readings） 

1. Kazuo Kasahara. 2006. <I>A History of Japanese Religions<I>. Kosei Publishing (ISBN:4-333-01917-6) 

Useful literature will be introduced during each class. </I> 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Lectures will be conducted using Power Point presentations.  

Students will be encouraged to bring and use English language dictionaries during the class.  

Questions and comments by students are welcome both during and after the class. 

 

注意事項（Notice） 

It is recommended that the student’s English level is at or above  

TOEFL iBT 76，TOEFL ITP 540, IELTS 6.0, TOEIC 700 , or TOEIC IP 700. 
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■DM429 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM429／Japan in Asia 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Japanese relations with Korea and China 

担当者名 

（Instructor） 
カプリオ，Ｍ．Ｅ．(CAPRIO,MARK E.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3471 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This class will examine from a historical perspective Japan's relations with its Northeast Asian neighbors, Korea and China 

beginning with the late Edo Period and advancing to the present. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will present materials through lecture, with discussion used to confirm understanding of the reading materials. If 

feasible we will also undertake some field study in Tokyo and the vicinity (museums, research centers, etc.) 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Japan and its neighbors, an overview 

2. Traditional roots 

3. The problem of modernization in Northeast Asia 

4. Early Northeast Asian wars 

5. Japan as Colonizer, Korea as Colonized 

6. Japan-China relations: A Changing of the Guard? 

7. Japan as colonial administrator  

8. Review 

9. Midterm test 

10. World War II and Northeast Asia 

11. Postwar occupations 

12. Contemporary Northeast Asian Issues 

13. Review 

14. Final test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Test(40%)/Attendance and Participation(30%)/Short essays (3x10%)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

To be announced 

 

参考文献（Readings） 

Readings will be made available on Blackboard. Students will be responsible for preparing the readings prior to coming to class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

It is recommended that the student’s English level is at or above  

TOEFL iBT 76，TOEFL ITP 540, IELTS 6.0, TOEIC 700 , or TOEIC IP 700. 
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■DM430 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM430／Ethnicity and Globalization in Japan 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Food Consumption and Multiculturalism on Screen 

担当者名 

（Instructor） 
イ，ヒャンジン(LEE,HYANGJIN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3471 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This seminar course will explore the cinematic portrayals of food consumption, national identity and multiculturalism from a 

comparative perspective to understand the key issues of cultural representation of ethnicity and globalization in Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Informed by theoretical readings of film studies and sociology, this course will consider an imperative question: of how can we 

construct a more inclusive society and live together with differences? To answer the question, we will examine the Japanese 

perceptions of ethnicity and globalization, which are articulated in narratives and visual images of national identity and 

multiculturalism in culinary cinema.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Course Guidance, Key Issues and Themes 

2. What is Ethnicity and Ethnic Identity 

3. Becoming British: Fish and Chips in East is East (Daniel, O’Donnell, 1999) 

4. Becoming Japanese:  Ethnic Constructivism and Nihonjinron  

The Last Super in Lorelei: The Witch of the Pacific Ocean (Shinji Higashi, 2005) and Other Stories of Nationalist War 

5. The Myth of Obento and Washoku: Exporting National Identity 

6. Globalization and National Identity: Ramen and Spaghetti in Tampopo (Itami Juzo, 1885) 

7. The Imaginary Orient and Cosmetic Multiculturalism in Swallowtail Butterfly (Iwai Shunji, 1996) 

8. Expiring Date of National Identity in Chungking Express (Wong Kar Wai, 1997) 

9. Consumer Nationalism and MacDonalization: Super Size Me (Morgan Spurlock, 2004) 

10. Cooking Mexicanness in Like Water For Chocolate (Alfonso Arau, 1992) 

11. Diaspora and Ethnic Sub-national Identity: Yakiniku and Horumon in Zainichi Cinema 

12. Field Survey: Steak after Drinking? Okinawan Diet of American Military Food 

13. Field Survey: “Ethnic Food” of National Minorities and Cultural Others in Japan 

14. Paper Sharing and Wrap Up 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/プレゼンテーション(30%)/課題・提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Anne L. Bower. 2004. <I>Reel Food: Essays on Food and Film</I>. Routledge (ISBN:0-415-97111-X) 

 

参考文献（Readings） 

1. John Lie. 2001. <I>Multi-Ethnic Japan</I>. Harvard University Press (ISBN:0-674-00299-7) 

2. Manfred B. Steger. 2009. <I>Globalization: A Very Short Introduction</I>. Oxford University Press (ISBN:978-0-19-955226-9) 

3. Ali Rattans. 2011. <I>Multiculturalism: An Very Short Introduction</I>. Oxford University Press (978-19-954603-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

It is recommended that the student’s English level is at or above  

TOEFL iBT 76，TOEFL ITP 540, IELTS 6.0, TOEIC 700 , or TOEIC IP 700. 
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■DM431 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM431／Multiculturalism in Japan 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Culture, Power and Identities in Diversifying Japan 

担当者名 

（Instructor） 
森田 京子(MORITA KYOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3471 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The aims of this course are to explore complex realities of multiculturalism in contemporary Japan and to increase our 

awareness of the dynamics of racial, ethnic, gender, sexual, and class differences in the situated society.  We will examine 

relations of difference and inequality in everyday practice to figure out how to make a difference towards Japan’s social reform.  

For this purpose, we will consider various positions on the nature of human rights violation and identity politics, in terms of the 

interrelationships between blood/lineage, culture, power, and identities.  Throughout we will take account of two aspects 

usually overlooked in the current minority controversy: the one is the intragroup diversity and the other is the multiplicity of 

social identity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

To deal with the highly sensitive and political issues, this course will be conducted partly in English and partly in Japanese.  

The class will be very interactive, including group/class discussions and presentations.  Students are encouraged to transcend 

politically correct silencing and speak up actively to exchange multiple perspectives.  Thereby, we will think about both 

legitimacy and prejudice against “different” groups of people, and will seek possible solutions to integrate various “differences” 

into ethnically/socially diversifying Japan.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction 

The myth of homogenous Japan 

Japan’s three major minorities 

2. Paradigms of Japanese to Non-Japanese 

“Self” and “Other”/ Racial profiling 

Japanese returnees and “Hafu” 

3. The Dowa issue 

The Ainu people 

4. The Okinawans and Ryukyuans 

“Amerasian” children 

5. Ethnic Koreans in identity struggles 

Oldcomer Chinese and Japanese returnees of war-displaced orphans 

6. Newcomer residents and immigrants 

Brazilians and other Nikkei immigrants 

7. Mid-term Project I 

8. Mid-term Project II 

9. Guest Speaker Talk 

10. Filipinas and their inter-marriage spouses and children 

Muslim residents and communities 

11. Caucasians and Africans as “pure non-Japanese”  

Spouses of cross-cultural marriage 

12. Stateless residents in Japan 

Asylum seekers and refugees 

Illegal entrants and overstayers 

13. Final Presentation I 

14. Final Presentation II 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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Attendance and active participation (incl. volunteer speech)(30%)/In-class activities & Mid-term group project(40%)/Final 

individual project(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

The reading list and supplementary handouts will be distributed in class meetings.  

 

参考文献（Readings） 

1. 森田京子、2007、『子どもたちのアイデンティティー・ポリティックス： ブラジル人のいる小学校のエスノグラフィー』、新曜社 

(ISBN:978-4-7885-1063-0) 

Other references will be introduced in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Due to the limitations of latest English literatures on this issue, international students are highly recommended to have 

Japanese language proficiency, including reading literacy, to some extent.  

 

注意事項（Notice） 

It is recommended that the student’s English level is at or above  

TOEFL iBT 76，TOEFL ITP 540, IELTS 6.0, TOEIC 700 , or TOEIC IP 700. 
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■DM432 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM432／Language Policy and Multilingualism 

担当者名 

（Instructor） 
大森 愛(OHMORI AI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3471 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will understand basic theories and concepts as well as approaches to the research of language policy and 

multilingualism. Through studying specific language policies, students will deepen their understanding of political and historical 

influence behind the implementation of language policies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The present course covers basic theories, concepts and research approaches to language policy and multilingualism. Students 

will also examine various cases of language policies, and deepen their understanding of the field through lectures, discussions, 

and their research assignments. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. What is language policy?: Theories, concepts, and framework 1 

3. Theories, concepts, and framework 2 

4. Example studies 1 (e.g. colonial history and language policy) 

5. Example studies 2 (e.g. language policy and linguistic human rights) 

6. Example studies 3 (e.g. English language education policies and ideologies, linguistic imperialism) 

7. Guest speaker 1 

8. Plurilingualism policy in Europe 

9. Guest speaker 2 

10. Multilingualism in Japan 1 

11. Multilingualism in Japan 2 (Language-in-education policies in Japan) 

12. English and development 

13. Student final presentation 1 

14. Student presentation 2, 

Course review 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to read roughly 15-20 pages weekly and be prepared to participate in class discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and class participation(25%)/Reaction/reflection papers, review test, etc.(45%)/Final presentation and report(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Will be announced in the first class. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

It is recommended that the student’s English level is at or above  

TOEFL iBT 76，TOEFL ITP 540, IELTS 6.0, TOEIC 700 , or TOEIC IP 700. 
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■DM433 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM433／International Development and Sustainability 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Global Issues 

担当者名 

（Instructor） 
ジョンソン，Ｓ．(JOHNSON STEPHAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3471 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

• Students will be able to use critical and analytical thinking skills to actively engage in problem-solving and policy analysis 

regarding social, political, economic, and global issues. 

 

• Students will be able to analyze and understand assigned reading selections before applying the highlighted theories and 

conceptual models underlying the analysis of international development and sustainability. 

 

• Students will be able to apply coherent, logical and interpretive frameworks in order to formulate researchable problems and 

questions, design and conduct appropriate research, and apply various methods to interpret data and statistics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Examine and understand the basic concept of international development and sustainability, and identify the key global 

challenges to sustainable development. 

 

The idea of sustainable development is a key component of debates about environment and international development. 

Sustainable development is now stated as a principle policy goal of many of the international organizations around the world 

including the United Nations. The international development and sustainability course focuses on tracing the origins of the idea 

and understanding why sustainable development is a contested concept. Students are expected to use academic articles as 

sources while engaging in research. 

 

Relevant data and visual materials will be presented to facilitate students to understand the major topics. Group discussions will 

be complemented by lectures to confirm students’ understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course. 

2. What is sustainable development? 

3. Challenges of sustainable development 

4. Sustainable Development in Lesser Developed Countries 

5. Climate Change and Energy 

6. Mid term Presentation 1 

7. Mid term Presentation 2 

8. Understanding Poverty 

9. Foreign Aid 

10. Understanding Global Hunger 

11. Food Politics 

12. Final Presentations 1 

13. Final Presentations 2 

14. Final review 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Please refer to the syllabus provided by the instructor in the first class. Homework will be announced at the end of each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and active class participation in exercises and group work activities(30%)/Final Essay(30%)/Journal 

Entries(20%)/Presentation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

None – Reading list and materials will be provided by the instructor. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

It is recommended that the student’s English level is at or above  

TOEFL iBT 76，TOEFL ITP 540, IELTS 6.0, TOEIC 700 , or TOEIC IP 700. 
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■DM434 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM434／International Conflict Studies 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
War and Peace Studies 

担当者名 

（Instructor） 
カプリオ，Ｍ．Ｅ．(CAPRIO,MARK E.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3471 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To establish world peace we first have to consider that which prevents it — war. This lecture will first examine war from a 

theoretical perspective. It will then consider the Korean War as a case study of a past war and the North Korean situation as a 

possible future war requiring preventive measures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This class will be a combination of lecture and discussion. Students will also complete two projects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to class 

2. Approaches to war and peace studies 

3. "Just war" thinking 

4. The Economics of War 

5. Nuclear weaponry and deterrent theory 

6. War and propaganda 

7. Experiencing war first hand 

8. Antiwar Movements and the culture of peace movements  

9. War memory 

10. Case Study: The Korean War 

11. Japan's Korean War 

12. Case Study: The North Korean Problem 

13. Is Japan a "peace country" 

14. Presentations of final paper 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Attendance and Participation(20%)/Project one: Examine antiwar film/book(20%)/Project two: 

Visit war museum(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Readings will be made available on Blackboard. Students will be asked to write a short reflection paper in class on these 

readings. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

It is recommended that the student’s English level is at or above  

TOEFL iBT 76，TOEFL ITP 540, IELTS 6.0, TOEIC 700 , or TOEIC IP 700. 
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■DM436 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM436／International Organization 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Global Issues 

担当者名 

（Instructor） 
ジョンソン，Ｓ．(JOHNSON STEPHAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3471 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

•Students will be able to use critical and analytical thinking skills to actively engage in problem-solving and policy analysis 

regarding social, political, economic, and global issues. 

 

•Students will be able to analyze and understand assigned reading selections before applying the highlighted theories and 

conceptual models underlying the analysis of international development and sustainability. 

 

•Students will be able to apply coherent, logical and interpretive frameworks in order to formulate researchable problems and 

questions, design and conduct appropriate research, and apply various methods to interpret data and statistics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

What is the role of International Organizations in the global system? 

 

This course considers the contributing factors behind the emergence, development and proliferation of international 

organizations, as well as the national and local effects of such organizations. We shall discuss the typology of international 

organizations, their characteristic features and structures. We shall also explore the nature of the international environment, the 

constraints and opportunities that flow from this environment, the role of an international secretariat, and its scope and 

limitations. 

 

The course examines the definition and history of International Organizations. The characteristic features of international 

organizations: struggle, competition and cooperation as forms of international relations; from a peaceful co-existence to co-

operation.  

 

We will examine various international bodies: regional organizations of sovereign states, organizations of mixed membership, 

non-governmental organizations, private voluntary organizations, and entities sponsored at the national level by professional, 

political, or commercial bodies. 

 

We will explore scholarly writings on International Organizations. 1) Traditional Views: International lawyers; world law school; 

international government; the realists. 2) The Revisionist Views: Functionalist; neo-functionalists; transactionalists; 

interdependence; globalists. 3) Marxist Views: Marxism-Leninism; neo-Marxism. 4) Lesser Developed Countries’ Views: 

Dependency school; developmentalists. 

 

The course will provide students with an introduction to international organizations by exploring their rise, their development in 

the twentieth century, and will explain their role in the international system. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and guidance for the course 

2. Introduction to international organizations 

3. Theories and methods 

4. The International Monetary Fund and the World Bank 

5. The United Nations 

6. Mid- term Presentations 

7. Mid- term Presentations 

8. The International Labor Organization 

9. The International Court of Justice 

10. The International Criminal Court 

11. The European Union and regional organizations 

12. Final Presentations 

13. Final Presentations 
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14. Final Review 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Please refer to the syllabus provided by the instructor in the first class. Homework will be announced at the end of each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and active class participation in exercises and group work activities(30%)/Research essay(30%)/Journal 

Entries(20%)/Presentation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

It is recommended that the student’s English level is at or above  

TOEFL iBT 76，TOEFL ITP 540, IELTS 6.0, TOEIC 700 , or TOEIC IP 700. 
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■DM437 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM437／Social Movements and Social Change 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Social Protests in Modern Japan 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 健治(HASEGAWA KENJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3471 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will deepen their understandings of the issues surrounding social movements and social change. They will also hone 

their critical reading and writing skills while expanding their ability to recognize connections across thematic boundaries and 

between past and present.  

 

授業の内容（Course Contents） 

In this class we will examine the histories of social protests in modern Japan, including those by workers, women, minorities, 

students, and citizens. We will also explore the various advocacy NGOs active in Japan today, some of which sprang from 

postwar protest movements. Students will formulate their own thoughts on the diverse alternatives that social protests and 

activism have envisioned. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Visualizing Cultures 1 

3. Visualizing Cultures 2 

4. Visualizing Cultures 3 

5. Visualizing Cultures 4 

6. Global Governance 

7. Labor 

8. Food Sovereignty 

9. Peace 

10. HIV/AIDS 

11. Gender 

12. Minority and Human Rights 

13. Youth Groups 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to participate in class discussions based on active reading of the assignments.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and Participation(40%)/Response Papers(40%)/最終テスト(Final Test)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jennifer Chan. 2008. <I>Another Japan is Possible<I>. Stanford University Press (ISBN:0804757828)</I> 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

It is recommended that the student’s English level is at or above  

TOEFL iBT 76，TOEFL ITP 540, IELTS 6.0, TOEIC 700 , or TOEIC IP 700. 
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■DM515 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／ビジネス日本語コミュニケーション演習 

(Seminar in Japanese Language Business Communication) 

担当者名 

（Instructor） 
平山 紫帆(HIRAYAMA SHIHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員：30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本での就職活動やビジネスの場面で必要とされている日本語スキルを実践を通して学び，自らがそれらを適切に使えるように

なる。場面に応じた適切な日本語が使えるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

エントリーシートとは何か，効果的なエントリーシートはどう書けばいいのか，効果的な自己ＰＲをするためにはどのような情報が

必要で，それをどのように組み立てるべきなのか，面接での受け答え，姿勢や態度など，就職活動に関連する日本語スキルにつ

いて実践的に学ぶ。適切な敬語の使い方や待遇表現の使い方だけでなく，きちんと相手に自分の意見を伝えたり，相手の話をし

っかり聞き取るトレーニングも行うため，参加者には積極的な授業参加態度が求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 自己分析 

3. 自己ＰＲ１ 

4. 自己ＰＲ２ 

5. 履歴書の書き方 

6. エントリーシートの書き方１ 

7. エントリーシートの書き方２ 

8. 敬語 

9. 面接（実技，マナー）１ 

10. 面接（実技，マナー）２ 

11. 面接（実技，マナー）３ 

12. 待遇表現 

13. ビジネスマナー１ 

14. ビジネスマナー２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(35%)/課題提出(35%)/プレゼンテーションあるいはレポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義も行うが，多くは履修者の個人あるいはグループ活動によって授業を進めるため，履修者には積極的な参加が求められる。

また、プレゼンテーションやディスカッションなども積極的に取り入れて授業活動を行う。 

受講者のプレゼンテーションや提出課題へのフィードバックは次回の授業で実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM529 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM529／カルチュラル・スタディーズ概論 

(Introduction to Cultural Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 久美子(YAMADA KUMIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2012 年度以降入学者対象 

 

2018 年 7 月 31 日付：以下の通り変更（変更理由：担当者変更のため） 

担当者：浜崎桂子 → 山田久美子 

 

授業の目標、授業の内容、授業計画、成績評価方法・基準、テキスト、参考文献、その

他（HP等）については本文参照 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本科目はグローバル・スタディーズ領域の基礎科目である。文化研究、特にカルチュラル・スタディーズの歴史や方法、問題意

識を理解する。さらに、カルチュラル・スタディーズの概念を用いて、各領域におけるテーマの選び方や分析の視点などについて

も学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 文化とは、地域社会や集団を構成する人々が共有する表象体系であり、その人々の行動の規範となることが多い。当然のこと

ながら異文化との交流により、また時代とともに変化する。 

授業では異文化コミュニケーション学部において特定地域の文化を研究する方法を学ぶ。文化とは何かを考えるところから始

め、各種事例により文化の固有性と多様性について学び、現代の多文化社会のあり方を検討する。講義内容に関連した記事・論

文等を読み，討論することで自らの立ち位置を確認し、比較研究の視点を身につける。講義で取り上げるテーマに関連した研究

課題を設定し、資料収集の上考察して研究発表を行い、成果を学期末リポートにまとめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化研究とは何か（文明と文化、カルチュラル・スタディーズ） 

2. 文化と言語（言語学、記号論） 

3. 文化と社会（アイデンティティーの確立と継承） 

4. 文化と宗教（布教と倫理） 

5. 文化とジェンダー（女性、人権） 

6. 文化と身体（食、動植物、死生観） 

7. 文化と国家（アイルランドの場合） 

8. 日本文化 ①建築と美術（フランク・ロイド・ライトと狩野友信） 

9. 文化と教育（図書館でアーサー・ロイド絵入り英訳書等の貴重書を見学予定） 

10. 文化と移動（「文化」と「文化」の間） 

11. 日本文化 ②和歌、漢詩、現代文学 

12. 日本文化 ③神道について（ゲストスピーカー 明治神宮権禰 門崎泰輔氏） 

13. 研究発表 

14. 総括（学期末リポート提出） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への参加(30%)/課題・研究発表など(40%)/学期末リポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. クリス・ロジェク著、渡辺潤・佐藤生実訳、2009 年、『カルチュラル・スタディーズを学ぶ人のために』、世界思想社 

上記文献に目を通しておくこと。そのほかは，テーマごとに授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DM530 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM530／言語学概論 

(Introduction to Linguistics) 

担当者名 

（Instructor） 
川﨑 晶子(KAWASAKI AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2130 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語の構造や機能に関する基礎知識を持ち，身近な言語現象に関して言語学的な観点から説明することができる。言語の普遍

性と多様性について理解し，母語や様々な言語の特徴を対比してその違いや共通点について考えることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

音の研究，構造の解明，普遍性の追求，実際の言語運用の分析，社会での言語の役割，文化と言語の関係などについて，教科

書を軸にしながらもさまざまな身近な例を紹介し，ことばを研究するということはどういうことかが具体的に理解できるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ことばを科学する：観察，記述，調査，他 

2. 言語の特性  

3. 音１：音声学 

4. 音２：音韻論 

5. 体系１：形態論 

6. 体系２：統語論 

7. 言語学の諸分野  

8. 意味１：意味論 

9. 意味２：認知言語学 ＜中間テスト＞ 

10. 運用１：語用論，談話分析 

11. 運用２：社会言語学   

12. 多様性と普遍性：言語と社会・文化，人類言語学 

13. まとめ：異文化コミュニケーションの言語学 

14. レポート 1 分発表  ＜レポート提出＞  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回を除き，授業開始時に前回の授業の復習として用語クイズをおこなう。準備学習の指示等は授業時および必要に応じて

Blackboard で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/用語クイズ、リアクションペーパー等を含む授業参加(50%)/中間テスト（用語テスト等）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐久間淳一他、2004、『言語学入門』、研究社 

授業で配布するプリント 

 

参考文献（Readings） 

授業で順次紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 189 - 

■DM531 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM531／英語圏文学論 

(English and American Literary Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to the History of English Literature 

担当者名 

（Instructor） 
佐竹 晶子(SATAKE AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3441 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To get an overview of the history of English Literature and to learn how to appreciate and analyze selected works of each 

period. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students are expected to read the assigned chapter each week in the textbook, as well as poems and other short excerpts of 

novels and essays to be discussed in class. There will be a quiz each week on the reading assignment. The lecture will be given 

in English. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Old and Middle English 600-1485 

3. The Renaissance (1) 

4. The Renaissance (2) 

5. Commonwealth and Restoration 

6. Augustan to Gothic 

7. The Romantic Age (1) 

8. The Romantic Age (2) 

9. The Victorian Period (1) 

10. The Victorian Period (2) 

11. The Twentieth Century (1) 

12. The Twentieth Century (2) 

13. The Twentieth Century (3) 

14. Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/毎回のクイズ，課題・授業参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM532 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM532／通訳翻訳学概論 

(Introduction to Translation and Interpreting Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
松下 佳世(MATSUSHITA KAYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2231 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This is an introductory course of the Translator and Interpreter Training Program, which is designed to develop foundational 

competencies for translators and interpreters. The course aims to enable students to understand and appreciate the diverse 

roles, the working practices, and the necessary skills that characterize the profession today. It also raises the issue of the 

relationship between practice and theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Through this course, students will learn about various aspects of translation and interpreting as "intercultural communication," 

focusing on the unique role they play in enabling participants from different linguistic and cultural backgrounds to understand 

each other. Through lectures and discussions, students will be introduced to basic theories and actual practices of translation 

and interpreting. Professional translators and/or interpreters will be invited as guest speakers in order to deepen students' 

understanding of translation and interpreting in society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Outline of basic theories in Translation Studies 

3. What is equivalence? 

4. Skopos Theory 

5. Translation strategies 

6. Outline of basic theories in Interpreting Studies 

7. Gile's effort models 

8. Theory of sense 

9. Norms in translation and interpreting 

10. Ethical issues in translation and interpreting 

11. Relationship between theory and practice 

12. Translation in society 

13. Interpreting in society 

14. Summary 

*The schedule may be subject to change. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Each week, students will be given materials to read or watch before class. Students are required to submit a reaction paper at 

the end of each class reflecting on what they have learned. Students are also expected to submit written assignments when 

instructed and to actively participate in discussions.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Report(40%)/Attendance and class contribution(30%)/Written assignment(s)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Reading materials will be distributed in class or posted on the web. 

 

参考文献（Readings） 

1. Munday, J.. 2016. <I>Introducing Translation Studies: Theories and Applications</I> 4th ed.. Routledge (ISBN:1138912557) 

2. Pöchhacker, F.. 2016. <I>Introducing Interpreting Studies</I> 2nd ed.. Routledge (ISBN:0415742722) 

3. Pöchhacker, F. & Schlesinger, M. (Eds.). 2002. <I>The Interpreting Studies Reader</I>. Routledge (ISBN:0415224780) 

4. Pym, A.. 2014. <I>Exploring Translation Theories</I> 2nd ed.. Routledge (ISBN:041583791X) 

5. Venuti, L.. 2012. <I>The Translation Studies Reader</I> 3rd ed.. Routledge (ISBN:0415613485) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

An advanced level of English and Japanese proficiency is needed in order to complete this course successfully. 
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International students who wish to take this course need be placed in J8 after taking Rikkyo's Japanese placement test. 

 

注意事項（Notice） 
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■DM533 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM533／コミュニケーション研究概論 

(Introduction to Communication) 

担当者名 

（Instructor） 
師岡 淳也(MOROOKA JUNYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2330 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コミュニケーション研究の入門コース。具体的な到達目標は以下の通り。 

１）コミュニケーション学の歴史、隣接分野との共通点や相違点、主要領域を理解し、説明することができる。 

２）コミュニケーション学における基礎的な理論や研究アプローチを理解し、身の回りのコミュニケーションの観察、分析に役立て

ることができる。 

３）コミュニケーションをめぐる社会的諸相を学ぶことで、より自覚的にコミュニケーションに向き合えるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずは、コミュニケーションの分類や機能、コミュニケーション学の歴史や主要領域など、コミュニケーション学の概要を紹介する。

その後、各領域のアプローチについて主に事例研究を通して理解を深めていく。講義形式の授業ではあるが、適宜ディスカッショ

ンや演習などを取り入れていくので、積極的な授業参加が求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業オリエンテーション、コミュニケーションの定義、コミュニケーションを研究する意義 

2. コミュニケーションの分類と機能 

3. コミュニケーション学の歴史と主な研究領域 

4. コミュニケーション教育：コミュニケーション能力をめぐる議論を中心に 

5. 対人コミュニケーション論（その１） 

6. 対人コミュニケーション論（その２） 

7. 説得コミュニケーション論（その１） 

8. 説得コミュニケーション論（その２） 

9. 異文化コミュニケーション論（その１） 

10. 異文化コミュニケーション論（その２） 

11. メディア・コミュニケーション論（その１） 

12. メディア・コミュニケーション論（その２） 

13. 組織コミュニケーション論（その１） 

14. 組織コミュニケーション論（その２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/中間テスト(20%)/ポップクイズ（5%×4)(20%)/授業参加（含む、授業内課題）(30%) 

出席は単位修得の前提であり、評価の対象ではない。単位修得には 75％以上の出席が必要。 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 板場良久･池田理知子、2011、『よくわかるコミュニケーション学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623059577) 

2. Goodbye, A. K., & Shultz, K.. 2013. <I>Introduction to Communication Studies: Translating Scholarship into Meaningful 

Practice </I>. Kendall Hunt (ISBN:978-1465214058) 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM534 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／異文化トレーニング演習 

(Seminar in Intercultural Training) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
異文化コミュニケーション能力トレーニング 

担当者名 

（Instructor） 
赤崎 美砂(AKAZAKI MISA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員：25 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異文化トレーニングに関わる理論の学習とアクティビティ体験を組み合わせて行われる教室活動を通じ、異文化コミュニケーショ

ン能力を培い、異文化トレーニングの基礎を知る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

異文化トレーニングの歴史と基礎概念、異文化トレーニングを支える異文化コミュニケーションの概念、および異文化コミュニケー

ション能力について学ぶ。異文化トレーニングで行われる活動を取り入れながら授業を進めていくことで、異文化トレーニングの

学び（経験が学びに結びついていく仕組み）について理解し、同時に異文化コミュニケーション能力の向上を図る。教室活動への

参加および準備に主体的に取り組む学習姿勢が要求される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要の説明：講義内容、講義予定、課題等の説明、アイスブレーキング 

2. 異文化トレーニング概論１：歴史、目的、分類、方法 

3. 異文化トレーニング概論２：異文化トレーニングの課題、異文化コミュニケーション能力 

4. 異文化トレーニング概論３：学習、異文化トレーニング実践論１：ワークシート 

5. 異文化トレーニング実践論２：映像分析 

6. グループ発表１準備 

7. グループ発表１ 

8. 異文化トレーニング実践論３：場面分析１ 

9. 異文化トレーニング実践論４：場面分析２ 

10. 異文化トレーニング実践論５：シミュレーション１ 

11. 異文化トレーニング実践論６：シミュレーション２ 

12. グループ発表２準備 

13. グループ発表２－１ 

14. グループ発表２－２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表・課題(40%)/授業参加・貢献度(20%) 

単位取得のためには７５％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM535 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM535／国際協力・開発学概論 

(Introduction to International Development and Cooperation) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 正子(ISHII MASAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際協力の潮流を理解できるようになる。 

国際協力の受け手である住民の視点に配慮できるようになる。 

身近なところから国際協力を思考できるようになる。 

国際協力の未来像を考案できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義は三部構成で展開される。 

 第 I部では、テキストや映像を用いて、国際協力の潮流と支援の受け手となる住民側の視点を理解する。 

 第 II部では、日本の国際協力に焦点を当てる。バナナを事例に、日本における日常生活が他国の貧困や環境問題、武力紛争

と結びついており、国際協力の課題が他人事ではないことを知る。そうした問題に対して解決策を模索してきた日本の社会運動

を振り返る。 

 第 III部では、過去の国際協力の経緯を踏まえ、国際協力の未来像について構想する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 開発とは何か？受け手の住民の視点から考える 

3. 国際協力の潮流（１） 

4. 国際開発の潮流（２） 

5. 日本の国際協力の経緯 

6. 鶴見良行『バナナと日本人』（岩波書店、1982 年）ディスカッション＆レポート提出 

7. 『バナナと日本人』日本の社会運動を振り返る 

8. 『バナナと日本人』その後 

9. 災害を通じた国際協力 

10. ディスカッション「国際協力の未来像」 

11. グループ発表「国際協力の未来像」 

12. グループ発表「国際協力の未来像」 

13. ゲストスピーカー 

14. ふりかえりとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

佐藤寛「生活のなかの開発、開発のなかの生活」佐藤寛・青山温子（編）『生活と開発』日本評論社、2005 年, pp1-34.を読むこと。 

『バナナと日本人』を必ず読み、レポートを提出すること。 

国際社会の課題が日常生活に結びついている例を探すこと。 

 

その他、毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(30%)/レポート提出(30%)/ディスカッション、グループ発表への参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鶴見良行、1982、『バナナと日本人』、岩波新書 

その他、適宜授業で紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 下村 恭民・辻 一人・稲田 十一・深川由起子、2009、『国際協力 新版：その新しい潮流』、有斐閣選書 

2. 佐藤寛・青山温子（編）、2005、『生活と開発』、日本評論社 

3. 佐藤寛・浜本篤史・佐野麻由子・滝村卓司（編）、2015、『開発社会学を学ぶための 60 冊：援助と発展を根本から考えよう』、明

石書店 

その他、適宜授業で紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第 1 回のオリエンテーションは重要です。必ず参加してください。 

授業内容やスケジュールは、ゲストスピーカーの都合、受講生の関心や国際情勢の変化により適宜変更する場合があります。 

授業は参加型で行います。ディスカッションやグループに積極的に参加してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM536 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM536／芸術論Ａ 

(Art Studies A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音楽美学 

担当者名 

（Instructor） 
星野 宏美(HOSHINO HIROMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

専門書の記述を理解し、関連文献を自ら探索、読破した上で、最終的に自らの考えをレポートにまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

下記テキストの前半の講読を核にした講義。美学上の基本概念を定義し、概念史と学説史を提示した上で、音楽作品の例示を

交えて論じる。それによって、履修者が自らの経験や問題意識と結びつけて美学概念を把握し、音楽について独自の考えを美学

的、学術的に深めるよう促す。音楽への学問的アプローチであり、いわゆる音楽鑑賞ではない点に留意してほしい。音楽と音楽

史の基礎知識を前提とするので、積極的な関心と意欲が必須。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 美学 

3. 美 

4. 自然美 

5. 芸術 

6. 模倣 

7. 表現 

8. 即興 

9. 図式 

10. 想像力 

11. 天才 

12. 創造 

13. かたち 

14. 修辞的文彩 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

図書館所蔵の音楽事典類、AV コーナーの資料等を活用されたい。授業中に随時、具体的な活用法を紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

単位修得のためには 3/4 以上の出席が必要。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐々木健一、1995、『美学辞典』、東京大学出版会 

 

参考文献（Readings） 

1. 海老澤敏、1973、『音楽の思想 西洋音楽思想の流れ』、音楽之友社 

その他、授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テキストを用意して授業に臨むこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM538 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM538／文化史概論 

(Introduction to Cultural History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中央・東ヨーロッパの文化の流れについて 

担当者名 

（Instructor） 
梶谷 雄二(KAJITANI YUUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化史概論とはいっても、理論的な話をしようというのではない。文化に着目するとはいえ、歴史と言えば、政治史が中心となり

がちだが、人の営みとして文化の歴史を考えると、自然環境、宗教なども歴史の展開にとっては重要な要素となる。しかも、そうし

た要素が多層的に絡まり合っている。そうした文化の流れをとのように見ていくべきかを明らかにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に中央、東ヨーロッパに視点を置きつつ、ヨーロッパ文化の歴史を概説する。とくにこの地域は政治的、文化的に複雑な状況の

中で歴史を刻んでいる。その流れを自然環境的背景、政治的背景、宗教的背景、民族的背景、庶民文化など、多方面からの視

点から捉え、中央、東ヨーロッパの文化の流れを明らかにしていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス  

2. サッカーとラグビーとアメリカンフットボール   

3. ライン川とアルプス  

4. ドナウ川とエルベ川  

5. フランク王国と現代ヨーロッパ 

6. ハプスブルク 

7. キリスト教の発生と伝播  

8. イスラムとキリスト教  

9. オスマン帝国   

10. ケルトとゲルマンとスラブ  

11. ユダヤとロマ  

12. ロマン主義と民族主義  

13. 民族の独立 チェコとポーランド   

14. ベルリンの壁崩壊とユーゴスラビア紛争   

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日常的に中央・東ヨーロッパをめぐる政治的、文化的事象に関心を持つこと。ニュースはもとより、音楽、美術、文学など芸術領域

を始め、エンターテインメントやスポーツの領域など、幅広く注意を払ってもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業参加度(10%)/コメント(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回講義内容のプリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

配付プリントの中で明記する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM539 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM539／宗教文化論 

(Religion and Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教人類学 

担当者名 

（Instructor） 
奥野 克巳(OKUNO KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「宗教」はいつ誕生したのだろう？ 5 万年ほど前に、脳内のニューロンの組み換えによって、人類に「宗教」や「芸術」が誕生した

という説が、今日では有力である。本授業では、目に見えない存在や力に対する信仰が生みだされた宗教の起源にまで遡り、宗

教の本質を探った上で、地球上の多様な宗教現象を取り上げて、「宗教的なるもの」についての理解を目指す。  

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、宗教人類学の概要を示した上で、「アニミズム」「神々」「シャーマニズム」「呪術」を取り上げて概説し、人類の宗教文

化に対する理解を深める。アマゾニア、北海道アイヌだけでなく、私たちの身近にあるアニミズム、妖怪や日本の宗教民俗を取り

上げた後に、世界のシャーマニズムと現代日本のシャーマン、非西洋の呪術だけでなく我々の身近なところある呪術について、

順に取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 宗教文化入門～文化人類学から宗教への接近 

2. 宗教人類学とは何か 

3. アニミズムとは何か～タイラーのアニミズム論とその批判 

4. 南米アマゾン奥地・ヤノマミのアニミズム～子を抱き上げるか、天に返すか 

5. 宗教の起源から神の発明へ～アニミズムから多神教、一神教へ 

6. アイヌのクマ送り儀礼に見る宗教世界観～Ainu Bear Ceremony 

7. 妖怪とは何か～妖怪学入門 

8. 日本の宗教民俗～柳田國男の『遠野物語』 

9. シャーマニズムとは何か？～定義と分類 

10. 日本、南米、東南アジアのシャーマニズム 

11. 現代日本におけるシャーマニズム～スピリチュアル・カウンセラー 

12. 呪術とは何か～定義と分類  

13. 現代世界と呪術～サッカー呪術とインターネット 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/出席および授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 池田光穂・奥野克巳編、2007、『医療人類学のレッスン』、学陽書房 (ISBN:978-4313340169) 

2. 吉田匡興・花渕馨也・石井美穂編、2010、『宗教の人類学』、春風社 (ISBN:978-4861102479) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM540 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM540／紛争研究 

(Peace and Conflict Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
カプリオ，Ｍ．Ｅ．(CAPRIO,MARK E.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦争の基本を理解し、対立関係を平和的な緩和へと解決する方法を検討する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アジアの平和を考えるには、まず平和の失敗—戦争の起源—を検討することが始まりとなる。この演習は戦争を思想的や歴史的

に考察して、現代の紛争を平和的に解決する方法を検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の紹介 

2. 戦争論と平和論 

3. 正しい戦争論 

4. 戦争と経済 

5. 核兵器と戦争抑止  

6. 戦争とプロパガンダ 

7. 戦争体験 

8. 反戦争と平和主義の文化 

9. ケース・スタディ：朝鮮戦争 I (起源) 

10. ケース・スタディ：朝鮮戦争 II (日本の関係) 

11. 戦争の防止：北朝鮮問題 (歴史から現在まで)  

12. 日本の「平和憲法」と現代日本政治・社会 

13. 戦争の記憶・記念 

14. 最終レポートの発表と提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各クラス前に教材を読む、レポートを作成、博物館の訪問等 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ミニレポート１(15%)/ミニレポート 2(15%)/授業出席と参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM541 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM541／サステナビリティ学概論 

(Introduction to Sustainability Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
持続可能な開発・平和・共生 

担当者名 

（Instructor） 
小峯 茂嗣(KOMINE SHIGETSUGU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 サステナブル（持続可能）であるとはどういうことか。現代の世界においてサステナブルであることがなぜ必要とされるのか。必

要であるならばサステナビリティ（持続可能性）を阻害している要因とは何なのか―。この授業では、地球規模の開発と平和、そし

て地域での共生を軸に、サステナブルな社会について考える上での視座を得ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 人類は自然環境に手を加えることによって文明を発展（＝開発）させていった。その過程で人類は「国家」というものを形成し、20

世紀後半にはほぼ全地球を埋め尽くす「国際社会」というものが成立した。同時に 20 世紀以降は、環境や貧困といった一国では

解決できない問題が、人類の持続的な発展の障害として認識されるようになった。それらの解決や低減のために、国家の枠を超

えた取り組みが進展してきた半面、国家間や一国内の複数当事者間の軋轢が、時には暴力的な紛争を引き起こしてきた。暴力

が生み出す脅威は、時に人種や宗教、文化的な要因といった差異をもとにした社会の分断を引き起こしている。 

 この授業では、人類が持続的な平和の中で持続可能な開発を行う上での諸課題や取り組みを紹介していく。 

 なおこの授業では、ほぼ毎回、5～6 人程度でのグループディスカッションを行う、参加型のスタイルをとる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―持続可能な開発・平和・共生社会 

2. 〈持続可能な開発〉 

 ① 国際開発協力の歴史的変遷―開発と環境保全の調和 

3.  ② ミレニアム開発目標（MDGs）、持続的開発目標（SDGs） 

4.  ③ 開発協力プロジェクトの事例―JICA、NGO 

5.  ④ BoPビジネス―㈱日本ポリグルの事例 

6. 〈持続可能な平和〉 

 ① 冷戦終結後の紛争解決と平和構築―なぜ平和構築に取り組むのか 

7.  ② 事例研究―シリア難民と人道支援 

8.  ③ 緊急人道支援 

9.  ④ 国連 PKO の変容―自衛隊の南スーダン PKO 派遣の事例 

10.  ⑤ 武力介入は平和をつくるのか 

11.  ⑥ 暴力を経た社会と国民和解―ルワンダのジェノサイド後の事例 

12. 〈持続可能な共生社会〉 

 ① 多文化主義と分断社会―ヘイト・スピーチを考える 

13.  ② 日本における多文化共生―外国にルーツを持つ子どもたちを通して 

14.  ③ 地域における多文化共生の取り組み―新大久保の事例 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示があった場合、テキストの該当部分（Blackboard 等を使用して掲示する）を授業前に読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/2 回の課題レポート(20%)/授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 篠田英朗 著、『平和構築入門―その思想と方法を問い直す』、筑摩書房 

2. 安田浩一 著、『ネットと愛国―在特会の「闇」を追いかけて』、講談社 

3. 師岡康子 著、『ヘイト・スピーチとは何か』、岩波書店 

4. 権五定、斎藤文彦 編著、『「多文化共生」を問い直す』、日本経済評論社 

5. 権寧俊 編著、『東アジアの多文化共生』、明石書店 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM542 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM542／多文化共生論 

(Introduction to Multi/intercultural Issues) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多文化社会日本の「共生」に向けて 

担当者名 

（Instructor） 
山岸 素子(YAMAGISHI MOTOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2018 年 5 月 18 日付 以下の通り変更（変更理由：担当者変更のため） 

担当者：「石井 正子(ISHII MASAKO) → 山岸 素子(YAMAGISHI MOTOKO) 

 

授業の目標、授業の内容、授業計画、成績評価方法・基準、テキスト、参考文献、その

他（HP等）については本文参照 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多文化化する日本で起きている現実や共生社会に向けた実践にふれることから、日本の中での共生について考察し、多文化共

生社会のあり方や、それを支える法制度、さらに自分の現場からできることは何かを考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本に生活する外国人移住者のさまざまな現実と共生社会に向けた取り組みを、映像資料、講義、ゲストスピーカーの話や参加

者間のグループワークを通じて理解する。また、共生をさまたげる差別、暴力、貧困や人身売買などの実態を知り、それらの背景

や乗り越える方法について考察する。授業の全体を通じて、自分たちが描く多文化共生社会とは何か、そのために必要な法制度

のあり方や、自分が今いる場からできることは何かなどの議論を深めていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：授業のねらいと進め方について。私たちが考える「多文化共生社会」とは？ 

2. 日本の外国人移住者：その歴史といま 

3. 「移民政策ではない」日本の外国人政策 

4. 多文化社会日本のいま①：国際結婚と子ども（ゲストスピーカー） 

5. 多文化社会日本のいま②：国際結婚と子ども（多文化共生社会に向けた取り組み） 

6. 多文化社会日本のいま③：移住労働者・技能実習生 

7. ワークショップ：日本の多文化共生を「はばむもの」と「生かすもの」 

8. 多文化社会日本のいま④：外国ルーツの子ども 

9. 多文化社会日本のいま⑤：難民 

10. 多文化社会日本のいま⑥：難民（ゲストスピーカー） 

11. 多文化社会日本のいま⑦：排外主義とヘイトスピーチ 

12. グループワーク：それぞれの課題の現状 

13. グループワーク：多文化共生社会のために私たちにできること 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度とリアクションペーパー(50%)/グループワークと小レポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業のなかで随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業では、受講者が常に自ら考え、グループワークなどをつうじて積極的に授業参加し、社会に生きる一員として何ができる

か、どのような社会をめざしていくかを、他の参加受講者とともに考えていく姿勢が期待される。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM551 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM551／異文化コミュニケーション特論Ａ 

(Topics in Intercultural Communication A) 

担当者名 

（Instructor） 
灘光 洋子(NADAMITSU YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3343 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々な人間関係におけるコミュニケーションの実践やその関係性の在り方を分析的に読み解くことで、自分たちの内部にある理

解や解釈の「型」に対する気付きを促す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日常の対人コミュニケーションを異文化コミュニケーションの視点も取り入れながら考える。身近な例をもとに様々な関係性につい

て、「繋がる」、「繋ぐ」をキーワードに検討する。履修者は事例や体験談を授業で学んだモデルや理論を用いて分析するなどのグ

ループワークが課せられ、テーマごとにプロジェクトとしてまとめ、発表することが求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 対人コミュニケーションと異文化コミュニケーション 

3. 医療者と患者のコミュニケーション（1） 

4. 医療者と患者のコミュニケーション（2） 

5. 障害者と健常者のコミュニケーション（1） 

6. 障害者と健常者のコミュニケーション（2） 

7. 留学生とのコミュニケーション（1） 

8. 留学生とのコミュニケーション（2） 

9. 世代間コミュニケーション（1） 

10. 世代間コミュニケーション（2） 

11. グループ発表 

12. グループ発表 

13. グループ発表・まとめ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の予習範囲や課題は、授業内で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/グループ発表(30%)/授業への参加度・リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に必要に応じて資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

内容項目や順番は履修者数や進度状況に応じて変更する場合がある。履修者には授業への積極的な参加を望む。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 204 - 

■DM552 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM552／異文化コミュニケーション特論Ｂ 

(Topics in Intercultural Communication B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
異文化対話論を通して社会を読み解く 

担当者名 

（Instructor） 
小坂 貴志(KOSAKA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異文化対話論を理解するうえで、基礎理論の学びをもとに、社会現象の文脈において応用的に実践することで文化生成過程を

対話的に考える力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

異文化＝違う国、人種という固定概念から脱却するために、文化を文化的な生成過程ととらえる考え方を学ぶ。これを基本とし

て、具体的な社会現象（問題）を題材に、文化的生成過程に対話がいかに関係しているかを、社会現象を論ずることと並行して考

察する。適宜、演習などをおこない、学んだ内容の多角的な理解をはかる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（授業概要、内容、進め方の説明、自己紹介） 

2. 対話論とは何か 

3. 声の概念 

4. 沈黙のコミュニケーション 

5. 事件を対話的に読む 

6. メディアを対話的に読む 

7. まとめと小レポート（発表） 

8. 環境問題を対話的に読む 

9. 文化を対話的に論ずる 

10. 作家を対話的に考える 

11. 宗教間対話 

12. 対話教育 

13. まとめと小演習 

14. 講評とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週テキストの指定範囲を読む。必要に応じて、テキストの内容に関連する社会問題について調べる。特別な準備が必要となる

場合には授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(10%)/対話実習(30%)/中間レポートとディスカッション(30%)/最終レポートとディスカッション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小坂貴志、2012、『異文化対話論入門』、研究社 (ISBN:978-4-327-37733-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 桑野隆、2002、『バフチン』、岩波書店 (ISBN:978-4000244152) 

2. デヴィッド・ボーム、2007、『ダイアローグ』、英治出版 (ISBN:978-4-86276-017-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講希望者は必ず初回の授業に参加し、詳細スケジュールを受け取ること。上記の授業計画を変更せざるを得ない場合、できる

だけ早く授業で指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM553 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM553／コミュニケーション・テクノロジーと社会 

(Communication Technology and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
デジタルテクノロジーがもたらしつつあるものを考える 

担当者名 

（Instructor） 
松本 健太郎(MATSUMOTO KENTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ＳＦ映画，ビデオゲーム，テーマパークなどを題材とし，「コミュニケーションする動物」である人間の今日的状況を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では現代の技術的環境の実相を照射するうえで有効な複数のトピック（ＳＦ映画，ビデオゲーム，テーマパーク等）を選定

し，それらを分析的に考察していくことによって，われわれの社会を変容させつつあるテクノロジーのあり方を検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―バックミラーのなかのメディア文化 

2. コミュニケーションとは何か①―コードとコンテクスト 

3. コミュニケーションとは何か②―高コンテクスト文化と低コンテクスト文化 

4. コミュニケーションとは何か③―コミュニケーションメディアとしての衣服 

5. コミュニケーションとは何か④―ポストモダン的状況における文化の島宇宙化 

6. メディアとは何か①―メディアの媒介作用 

7. メディアとは何か②―メディアの延長作用 

8. メディアとは何か③―ＳＦ作品のなかに表象されるテクノロジー 

9. メディアとは何か④―ポストヒューマンの肖像 

10. ゲームから考える技術と社会①―行為のシミュレーション 

11. ゲームから考える技術と社会②―映像と身体との現代的な関係性 

12. ゲームから考える技術と社会③―「抵抗の機械」としてのゲーム 

13. ゲームから考える技術と社会④―位置情報ゲーム 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席・授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松本健太郎ほか編、2017、『メディア文化論［第２版］』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4779511936) 

 

参考文献（Readings） 

1. 松本健太郎他編、2010、『メディア・コミュニケーション論』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4-7795-0421-1) 

2. 日本記号学会編、2013、『ゲーム化する世界：コンピュータゲームの記号 論』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1339-6) 

3. 松本健太郎、2013、『ロラン・バルトにとって写真とは何か』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4-7795-0683-3) 

4. 松本健太郎編、2016、『理論から読むメディア文化』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1480-5) 

授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM554 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM554／コミュニケーション研究調査法 

(Research Methods in Communication Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
質的研究法の理論と実践 

担当者名 

（Instructor） 
時津 倫子(TOKITSU TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

質的研究法の理論と、データ収集および分析の手順についての知識を得る。質的研究法に適したリサーチクエスチョンについて

理解し、適切な研究計画がたてられるようになることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

質的研究法に適したリサーチクエスチョン、質的研究法のバックグラウンド：歴史と理論、観察とインタビューによるデータの集め

方：フィールドワーク、質的データの分析についての研究事例を用いた講義と実習。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コミュニケーションを研究する，とは。 

2. 質的研究の理論と方法 

3. リサーチクエスチョンをたてる，とはどういうことか 

4. データのとりかた：参与観察とインタビュー 

5. データをとる前に知っておくべきこと：研究倫理 

6. 記録のとり方：フィールドノーツ 

7. インタビューの記録：録音と書き起こし（トランスクリプト） 

8. リサーチクエスチョンの再検討：関連する文献の探し方，読み方 

9. データの分析１：オープンコーディング 

10. データの分析２：軸足コーディング 

11. データの分析３：概念化 

12. 論文（エスノグラフィ）を書く１：データ分析と解釈 

13. 論文（エスノグラフィ）を書く２：問題と方法 

14. レポート講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回必ず宿題を出します。宿題をすることが予習になります。 

宿題をすることで，最終レポートに向けての準備を少しずつ進めます。 

宿題にかかる時間はそれぞれの内容によりますが，概ね１時間から 2 時間程度と考えておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題（５回程度）(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 箕浦康子、1999、『フィールドワークの技法と実際』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4-623-03004-0) 

 

参考文献（Readings） 

1. 箕浦康子、2009、『フィールドワークの技法と実際２』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-05355-1) 

2. ウヴェ・フリック、2011、『質的研究入門』、春秋社 (ISBN:978-4-393-49910-8) 

3. 佐藤郁哉、2002、『フィールドワークの技法』、新曜社 (ISBN:4-7885-0788-9) 

4. プラサド／箕浦監訳、2018、『質的研究のための理論入門』、ナカニシヤ出版 (ISBN:9784779512230) 

授業中に指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM555 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM555／コミュニケーション特論 

(Topics in Communication) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
批判的教育学～コミュニケーション研究の視点から～ 

担当者名 

（Instructor） 
田島 慎朗(TAJIMA NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・異文化コミュニケーション研究やコミュニケーション研究で学んだ知見を教室という空間に翻訳／で解釈できる。 

・教育というコミュニケーションや教室という場における支配・被支配関係と権力の作用を理解し、教育をより開かれた、平等で、

意味あるものとして想像・創造出来る。 

・教室を社会や世界の一部としてとらえることが出来る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ディスカッション・ベースでなされるこの授業は、批判的教育学（クリティカル・ペダゴジー）を学ぶ。批判的教育学とは、学校教育

を社会や世界的潮流の中に位置づけ、すべての教育に携わるものが批判的志向を採用することを促す教育哲学・政治的プロジ

ェクトである。すべての読書課題は参加型民主主義か熟議民主主義を教育の基礎と位置付けており、現行の（学校）教育の（潜

在的な）抑圧性や権力作用に対して批判的視座を投げかけることにより、教育をより開かれた、平等で、意味あるものにしていこ

うと志向するものである。 

 ディスカッションの中心は、個人、グループ、そしてシステム間でのコミュニケーションが、教育に携わる各要素をどのように創造

し、維持しているか、あるいは変革可能か、というところにある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、（エッセイ選抜） 

2. 批判的教育学の理論 

3. 批判的教育学の源泉 

4. 「銀行型」教育 

5. 教師の役割 

6. 教科書 

7. グローバル化、英語 

8. 民主的市民の育成 

9. いじめ・自殺 

10. 多文化環境 1 

11. 多文化環境 2 

12. 新自由主義、奨学金／借金 

13. クラブ活動 

14. 期末レポート発表、授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・課題文献を熟読し、理解に努める 

・毎回、自分の経験や哲学と照らし合わせ、文献に対する態度や議論を考えておく 

・2 回に一度、A4 一枚のレスポンス・シートを書く 

・授業内容の復習をする。予習前・後段階と比べて考えが変わったことやよかったところ・悪かったところを記録しておく 

・期末レポートを書く＆レポートの口頭発表の準備をする 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/レスポンス・シート(30%)/ディスカッションの内容と積極性(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

第一回目の講義で指示する 

 

参考文献（Readings） 

1. マイケル・W・アップル、ウェイン・アウ、ルイ・アルマンド・ガンディン編、2017、『批判的教育学事典』、明石書店 (ISBN:978-

4750344553) 

2. 酒井朗、中村高康、多賀太編、2012、『よくわかる教育社会学』、ミネルヴァ (ISBN:978-4623062935) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・このクラスは、ディスカッションへの積極的な参加を必要とする。理由は、講師を含む全ての参加者は、教育と、それを中心とし

た社会実践の当事者だからである。無関心は民主主義と批判的教育学の実践の最大の敵の一つである。したがって、事前課題

をこなさない者、私語をする者、スマートフォン・携帯電話を徒に操作し授業に身の入らない者、他の授業の準備をする者は、あ

えて講師の権力を発動させ、教室から退場願うこともある。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM565 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM565／英語学概論 

(Introduction to the Study of English) 

担当者名 

（Instructor） 
平賀 正子(HIRAGA MASAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2130 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化が進む昨今、英語はもはや母語話者だけの言語ではなく、国際共通語として文字通り世界の色々な場所で様々な

人々によって話されている言語となっている。このような時代背景のもとに、「英語とは何か」を考え、その構造や機能について学

ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では、英語ということばの仕組みと英語によって営まれるコミュニケーションの諸相について、特に日本語との対比の上

で考察する。まず英語コミュニケーションに焦点をあて、「人間」、「社会」、「文化」というコンテクストの中で、英語ではどのようにコ

ミュニケーションが営まれ、発話の意図がどのように相手に伝わるのかについて分析する。次に英語ということばの仕組みに焦点

をあて、主として「音声」、「語彙」、「文法」について「英語らしさ」という観点から概説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 英語学の「新しい」概論 

2. さまざまな英語 

3. 課題図書についてのディスカッション 

4. 母語英語の特徴（イギリス英語、オーストラリア英語） 

5. 母語英語の特徴（北米の英語） 

6. 英語と社会的属性 

7. 英語の発話行為 

8. 英語のポライトネスと談話分析 

9. 英語文化とコミュニケーション・スタイル 

10. 英語の非言語コミュニケーション 

11. 語彙からみる英語らしさ 

12. 文法からみる英語らしさ 

13. 音韻からみる英語らしさ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/リアクションペーパー(40%)/出席、授業での発言、ディスカッション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 平賀正子、2016、『ベーシック新しい英語学概論』、ひつじ書房 

プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 本名信行、2003、『世界の英語を歩く』、集英社新書 

2. 池上嘉彦、2006、『英語の感覚・日本語の感覚』、NHK ブックス 

3. 鳥飼玖美子、2011、『国際共通語としての英語』、講談社現代新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard を利用し、授業で配付するプリント、授業内容のパワーポイントはいつでもダウンロード可能にする。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM566 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM566／日本語学概論Ａ 

(Introduction to the Study of Japanese A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教えるための日本語学 

担当者名 

（Instructor） 
池田 伸子(IKEDA NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2130 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語を母語としない人々に日本語を教える際に必要な日本語の特色（音声，音韻，文法）を理解し，自らの言葉で説明すること

ができるようになる。毎日自分が使っている日本語を意識的に考え，言語学的に分析することができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国語としての日本語ではなく，日本語を母語としない人々に教えるための日本語の様々な特質について言及する。「日本語とは

何か」，「なぜ国語ではなく日本語なのか」から，日本語の音声，音韻，形態論，統語論について，身近な例をとりあげながら学

ぶ。主に講義形式で授業を行うが，参加学生とのやり取りを通して学んでいくため，参加者の積極的姿勢が望まれる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 国語と日本語，イントロダクション 

2. 音声とその役割、音声学と音韻論 

3. 音声① 

4. 音声② 

5. 音素と音声 

6. 音節、拍 

7. 日本語音声の特徴 ミニクイズ① 

8. 文法とは何か 

9. 形態論① 

10. 形態論② 

11. 統語論① 

12. 統語論② 

13. 文法と文法論  

14. ミニクイズ② レポート 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回のトピックに関連する書籍などは，毎回の授業で指示する。最終レポート作成に向けて，積極的に図書館を利用して関連図

書を読むよう指導する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加度(30%)/小テスト（20％×２）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はパワーポイントを使用した講義形式で行う。授業では、学生の質問も活発に行うため、積極的な受講態度が期待される。

また、毎回の授業では、リアクションペーパーを書いて提出することが求められる。授業で用いるレジュメやパワーポイント資料な

どは Blackboard で配布し、授業で紙媒体を配布することは行わない。レポート課題なども Blackboard 上で発表するため、毎回授

業前に Blackboard を確認すること。 

毎回のリアクションペーパーについては、次回授業でフィードバックを行う他、小テストについても次の授業でフィードバックを行

う。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM567 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM567／日本語学特論 

(Special Topics in Japanese Linguistics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語教育のために日本語を認知言語学的観点から考える 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 伊久美(OZAWA IKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語の特質を如何に記述することが，日本語を外国語として教えるという観点から有効かを考察することができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国語としての日本語ではなく，日本語を母語としない人々に教えるための日本語という観点から，日本語のいくつかの特質（主に

語彙・文法）を取り上げて議論する。特に，認知言語学の見地から日本語を考察した場合，それが日本語を教えるための日本語

の特質の記述に如何に役立つかを考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コース説明、言語の分析について 

2. 認知言語学と日本語教育、「好まれる」言い回し 

3. 空間認知（こそあど）、認知とは 

4. 事態把握（主観的把握と客観的把握） 

5. 共同注意と終助詞 

6. メタファー 

7. プロトタイプ、スキーマ 

8. 用法基盤モデルと第二言語習得 

9. ブック・レポート（学生主導の文献講読）① 

10. ブック・レポート（学生主導の文献講読）② 

11. ブック・レポート（学生主導の文献講読）③ 

12. ブック・レポート（学生主導の文献講読）④ 

13. ブック・レポート（学生主導の文献講読）⑤ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/ブック・レポート（筆記）(10%)/口頭発表ならびにその他の課題(40%)/授業への参加度(30%) 

授業への参加度にはグループディスカッションや授業中の発言、リアクションペーパー（随時）の内容などが反映されます。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 荒川洋平・森山新、2009、『わかる-日本語教師のための応用認知言語学』、凡人社 (ISBN:489358717X) 

 

参考文献（Readings） 

1. 熊倉千之、2011、『日本語の深層—＜話者のイマ・ココを生きることば＞』、筑摩書房 (ISBN:4480015248) 

2. 池上嘉彦・守屋三千代、2009、『自然な日本語を教えるためにー認知言語学をふまえて』、ひつじ書房 (ISBN:4894764318) 

3. 近藤安月子・姫野伴子、2012、『日本語文法の論点４３ ――「日本語らしさ」のナゾが氷解する』、研究社 (ISBN:4327384623) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM569 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM569／言語研究調査法 

(Research Methods in Language Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Research Methodology in Applied Linguistics 

担当者名 

（Instructor） 
熊澤 孝昭(KUMAZAWA TAKAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目の到達目標は応用言語学で用いられている研究手法を理論の概観および実践をもとに基礎的な理解を深めることとす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究とはからはじまり、応用言語学の主流分野である英語教育学での研究を行うための研究テーマの決め方、先行研究の探し

方、研究課題の決め方、データ収集方法および分析方法などを実践に基づき理解を深める。主として、面接・観察・記録・日誌な

どの質的研究手法、および t−検定、相関分析などの量的分析手法についての特徴を学ぶ。また、演習問題への回答や討論を

通してさらなる理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 研究とはなにか 

3. 研究テーマの決め方 

4. 先行研究の探し方 

5. 論文発表 

6. 研究課題とデータ 

7. アンケートの作成 

8. 質的研究の進め方１ 

9. 質的研究の進め方２ 

10. 量的研究の進め方１ 

11. 量的研究の進め方２ 

12. 研究成果の公表方法 

13. 総括 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示するが、主にテキストの精読、および課題を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加(30%)/提出物・課題(40%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 浦野研他、2016、『はじめての英語教育研究』、研究社 (ISBN:978-4327421977) 

 

参考文献（Readings） 

1. Brown J. D., & Rogers, T.. 2003. <I>Doing second language research</I>. Oxford University Press 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM570 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM570／日本語学概論Ｂ 

(Introduction to the Study of Japanese B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語教育のために日本語の語彙，文字・表記を考える 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 伊久美(OZAWA IKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2130 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語を母語としない人々に日本語を教える際に必要な日本語の特色（語彙，文字・表記）を理解し，説明することができるよう

になる。その知識を生かして，日本語学習者のための語彙リストを作成することができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国語としての日本語ではなく，日本語を母語としない人々に教えるための日本語の様々な特質に言及する。単語とは何か，日本

語の語彙，単語の意味，文字・表記，日本語の正書法などについて学ぶ。参加者の積極的姿勢が望まれる。最終課題の一部と

して，日本語学習者のための語彙リストを作成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コース説明，文字表記，正書法 

2. かな習得上の困難点 

3. 語彙の習得 

4. 語彙の体系１ 

5. 語彙の体系 2 

6. 復習、中間テスト１ 

7. 同義語・類義語，多義語，対義語 

8. 意味の成分分析 

9. 単語の区切り，語彙数（重なり，延べ），使用語彙と理解語彙，基本語彙と基礎語彙 

10. 復習，中間テスト２ 

11. 語構成，語種 

12. 新語，流行語 

13. 日本語学習者のための語彙リスト作成 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席及び授業への参加度(30%)/中間テスト（20%×２回）(40%) 

授業への参加度は，授業中のグループディスカッションおよび講義に対するリアクションペーパー提出， グループディスカッショ

ン報告担当による。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリントを配付する等して紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じてプリントを配付する等して紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM572 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／コンピュータ・リテラシー 

(Computer Literacy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語教育・言語研究のための ICT活用実践 

担当者名 

（Instructor） 
萓 忠義(KAYA TADAYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員：45 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語教育および言語研究に必要なコンピュータ・スキルを学び、使用できる能力を養う。具体的には基本的なソフトウエアの操

作、授業管理や教材開発、データの分析などに必要なソフトウエアの知識を身につけ、実際にそれらを必要とする場面で活用で

きることを目標とする。 

1.To have basic knowledge about computers in English 

2.To familiarize yourself with PCs 

3.To be able to obtain useful information from the Internet 

4.To have a good command of MS-Word, Excel, PowerPoint, etc. 

5.To have research skills using computers 

6.To understand netiquette (network etiquette) and Internet morals and ethics 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業では、前半を講義形式、後半を実践形式で行う。授業や文献講読では英語および日本語を使用する。 

The lessons will be conducted both in English and in Japanese. Students are supposed to be proactive in order to express their 

opinions in class, and the instructor will act as a facilitator for the classroom activities and discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. Computer systems (1) 

3. Computer systems (2) 

4. Word processing (MS-Word) and DTP (1) 

5. Word processing (MS-Word) and DTP (2) / 課題提出 (1) 

6. Spreadsheets (Excel) (1) 

7. Spreadsheets (Excel) (2) / 課題提出 (2) 

8. 前半のまとめ 

9. Presentation software (PowerPoint/Prezi) (1) 

10. Presentation software (PowerPoint/Prezi) (2) / 課題提出 (3) 

11. Multimedia files 

12. Language learning websites / 課題提出 (4) 

13. 最終テスト 

14. テスト解説・総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加度(30%)/課題提出(40%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で使用する教材はこちらで用意する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM581 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM581／逐次通訳 

(Consecutive Interpreting) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Intermediate interpreting course of the Translator and interpreter Training Program 

担当者名 

（Instructor） 
マッケルビー(MCKELVEY MAIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3243 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

-Acquire skills for consecutive interpreting with systematic note-taking 

-Improve public speaking skills to deliver interpretation clearly 

-Improve research skills to prepare for interpreting assignments 

-By the end of the course, students should be able to accurately interpret up to 2 minutes of a speech on a general or semi-

technical topic covered during the semester 

 

授業の内容（Course Contents） 

This is an intermediate course within the Translator and Interpreter Training Program. 

 

Students will acquire skills for consecutive interpreting with systematic note-taking. Students will also be trained in public 

speaking skills and research skills.  

 

During class, students will be asked to interpret segments of a speech. This will be followed by class discussion and comments, 

which should cover: accuracy, completeness, word choice, grammar, style, and public speaking skills. Preparation, practice and 

reflection outside of class are essential to succeeding in this class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation, interpreting self-introductions 

2. Interpreting a speech on a general topic  

3. Interpreting a speech on a general topic  

4. Interpreting a semi-technical speech 

5. Interpreting a semi-technical speech 

6. Interpreting a semi-technical speech 

7. Interpreting a semi-technical speech 

8. Mid-term test 

9. Interpreting a semi-technical speech 

10. Interpreting a semi-technical speech 

11. Interpreting a semi-technical speech 

12. Interpreting a semi-technical speech 

13. Interpreting a semi-technical speech 

14. Final test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to come to class in full preparation by doing research on topics to be covered. After class, students must 

transcribe their in-class performance and submit it via Blackboard along with a short reflection. Students are required to 

practice interpreting individually or in a student group at least four hours a week and submit a journal of the practice sessions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/Mid-term test(20%)/In-class performance and homework(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ベルジュロ伊藤宏美・鶴田知佳子・内藤稔、2009、『よくわかる逐次通訳』、東京外国語大学出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DM582 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM582／同時通訳入門 

(Introduction to Simultaneous Interpreting) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Intermediate-level interpreting course of the Translator and Interpreter Training 

Program 

担当者名 

（Instructor） 
賀来 華子(KAKU HANAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4243 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to introduce students to techniques of professional interpreting both in and out of English and 

Japanese. 

The learning objectives of this course are: 

(1) To enhance communication skills in both English and Japanese through intensive training 

(2) To gain practical skills such as quick summarization that are applicable to the broader academic life, eventually to 

professional life 

(3) To build vocabulary through exposure to diverse materials of global relevance 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course is led by an active professional conference interpreter and will incorporate hands-on training in fundamental skills of 

professional interpreting such as speed note-taking, sight translation, shadowing, consecutive interpreting and introductory 

sessions in simultaneous interpreting. While the focus of the course is on interpreting skills, it is noted that those skills are 

fundamental to building a strong command of both English and Japanese overall. Students will be exposed to a broad range of 

global issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introductory session - confirmation of course objectives - survey of students' interests - overview of different 

interpreting skills 

2. English-Japanese simultaneous interpreting (how to interpret personal narratives - e.g. National Public Radio "Weenie-

Royale  Memory of food of Japanese-Americans in detention camps) 

3. English-Japanese simultaneous interpreting (personal narratives continued, sight translation) 

4. Japanese-English simultaneous interpreting (sight translation using deposition transcripts of the OJ Simpson trial) 

5. Japanese-English simultaneous interpreting (sight translation using deposition transcripts of the OJ Simpson trial) 

6. English-Japanese simultaneous interpreting (e.g. Chimamanda Ngozie's speech "The danger of a single story") 

7. English-Japanese simultaneous interpreting (e.g. Chimamanda Ngozie's speech "The danger of a single story") 

8. English-Japanese simultaneous interpreting (Fukushima nuclear power plant accident) 

9. Japanese-English simultaneous interpreting (Madam Sadako Ogata's speech) 

10. Japanese-English simultaneous interpreting (Madam Sadako Ogata's speech) 

11. English-Japanese simultaneous interpreting (topic of students' choice) 

12. English-Japanese simultaneous interpreting (topic of students' choice) 

13. Wrap-up 

14. In-class final exam 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

The instructor will provide learning materials alternately in Japanese and English. Students are expected to compile a glossary 

of terms and carry relevant research pertaining to the course material in advance. Students are also required to write and 

submit a short self-reflection essay based on their in-class performance. Students are required to practice interpreting 

individually or in a student group at least four hours a week and keep a journal of the practice sessions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/In-class performance and contribution(50%)/Self-reflection papers(20%) 

Attendance is strongly required. Students must notify instructor by email in case of absences and late arrivals with a valid 

reason. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 



 - 218 - 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM583 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／翻訳入門 

(Introduction to Translation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introductory translation course of the Translator and Interpreter Training Program 

担当者名 

（Instructor） 

武田 珂代子(TAKEDA KAYOKO) 

ハートレー(HARTLEY ANTHONY F.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3243 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
前半：ハートレー，後半：武田，定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This is an introductory course of the Translator and Interpreter Training Program, which is designed to develop foundational 

competencies for translators and interpreters. Translation is presented as a collaborative, team activity that often relies on 

software tools. The course starts from the premise that the quality of a translation can only be judged relative to its stated 

purpose and audience (the ‘brief’). The objectives of the course are for students: 1) to understand the role of translators as 

mediators of intercultural communication; 2) to analyse the purpose and linguistic characteristics of source texts; 3) to 

determine the appropriate purpose, audience and linguistic characteristics of the target (translated) text; 4) to create 

translations meeting these constraints; and 5) to provide reasoned feedback on the quality of a translation, given the brief. 

Students will also become familiar with the basic functions of translation memory tools. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will be introduced to: the concept of translators as mediators of intercultural communication; purpose-oriented writing 

and translation; text analysis; and quality assessment and revision protocols. Students engage in exercises of text and audience 

analysis, developing translation briefs, producing alternative translations for differing purposes, and providing peer feedback on 

translation quality. Students are expected to make use of software tools to produce and share their translations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction – translation as a mediating act in intercultural communication, audience design and the translation brief 

2. Practical introduction to translation tools 

3. Translation as a collaborative, team activity – research, translation, revision, reviewing 

4. Source- and target-text analysis for translation 

5. Source- and target-text analysis for translation 

6. Translation and revision exercises (into English) 

7. Translation and revision exercises (into English) 

8. Translation and revision exercises (into English) 

9. Translation and revision exercises (into Japanese) 

10. Translation and revision exercises (into Japanese) 

11. Translation and revision exercises (into Japanese) 

12. Final test 

13. Review of the final test 

14. Introduction to machine translation (MT) and post-editing 

(Content and schedule subject to change depending on student needs and interests.) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required: to do background reading; and to develop a dossier of text analyses, translation briefs, translations and 

translation quality assessments. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

In-class participation(20%)/Dossier of analyses, translation briefs, translation and quality assessments(40%)/Final test(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Hasegawa, Y.. 2012. <I>The Routledge Course in Japanese Translation</I>. Routledge (ISBN:0415486866) 

2. 光藤・田辺、2008、『英日 プロが教える基礎からの翻訳スキル』、三修社 (ISBN:4384055064) 

3. House, J.. 2015. <I>Translation Quality Assessment</I>. Routledge (ISBN:9781138795471) 

4. 武田珂代子、2017、『翻訳通訳研究の新地平』、晃洋書房 (ISBN:9784771028135) 
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Further readings will be recommended in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Non-native speakers of English are required to have attained at least one of the following test scores: TOEFL(iBT) 80, IELTS 

6.0, TOEIC 740, or Eiken Pre-1. 

Non-native speakers of Japanese are required to hold N1.  

TI@Rikkyo http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ti-rikkyo/ 

 

注意事項（Notice） 
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■DM584 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM584／翻訳応用実践１ 

(Intermediate Translation 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Intermediate translation course of the Translator and Interpreter Training Program 

担当者名 

（Instructor） 
篠原 有子(SHINOHARA YUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3243 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This is an intermediate translation course of the Translator and Interpreter Training Program, which is designed to develop 

foundational competencies for translators and interpreters. The aims of this course for students are to (1) acquire practical 

knowledge and skills to produce Japanese subtitles for films and other audiovisual programs; and (2) learn social aspects of 

subtitles and gain a broad viewpoint of audiovisual translation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course introduces; (1) the basic theories of audiovisual translation; (2) the characteristics of subtitle translation, such as 

time and space constraints, multimodality and  collaborative activities; (3) the skills to produce proper subtitles according to 

the context; (4) the effective use of a subtitling software; and (5) new trends in subtitle translation. Students work on 

assignments to translate part of a feature film using a subtitling software. In peer reviews and discussions, students are 

expected to explain the approach and strategies taken in the assignments.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction (course overview, subtitling software, film titles, etc) 

2. Outline of subtitle translation 

3. Production process of subtitling  

4. Translation brief and feedback 

5. Translation strategies 

6. Translation of culture-specific items 

7. Midterm test 

8. Subtitling and dubbing 

9. Multimodality of subtitles 

10. Subtitles for lesser-known languages 

11. New types of subtitles  

12. Audio description and live subtitling 

13. Final test 

14. Review of the course 

(Any changes in content and schedule will be announced in class.) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to submit a translation assignment two days prior to class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/midterm test(30%)/assignment(30%)/class participation(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Díaz-Cintas, J. & Remael, A.. 2007. <I>Audiovisual translation: Subtitling</I>. St Jerome Publishing (ISBN:978-1-900650-95-

3) 

2. 佐藤一公・岩本令ほか、2003、『映画翻訳入門』、アルク (ISBN:4-7574-0724-6) 

3. 武田珂代子編著、2017、『翻訳通訳研究の新地平』、晃洋書房 (ISBN:9784771028135) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students are required to bring a laptop computer to the first class. 

To register for this course, students must have successfully completed Introduction to Translation. 
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注意事項（Notice） 
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■DM585 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM585／翻訳応用実践２ 

(Intermediate Translation 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Intermediate translation course of the Translator and Interpreter Training Program 

担当者名 

（Instructor） 
田辺 希久子(TANABE KIKUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4243 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to provide students with opportunities to deal with various texts, mainly those they are most likely to 

encounter in the future as part of their jobs, with an emphasis on all the textual and cultural factors beyond the surface of 

linguistic structures. Experiencing translation as a socially situated action, as well as fostering students' ability to situate 

themselves in the context of society and evaluate their own act of translation are the goals of this course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In order to achieve the above goals, students are asked to translate different types of texts with a particular emphasis on three 

elements; (1) Background knowledge acquisition and terminology management in group translation situations; (2) Self and peer 

evaluation using error categorizations; and (3) Realization of high-quality, communicative translation suitable for online/real 

publications. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation, trial test. 

2. Assignment A-1: background research and glossary 

3. Assignment A-1: error self-check 

4. Assignment A-1: review and revision 

5. Assignment A-2: background research and glossary 

6. Assignment A-2: review and revision 

7. Assignment A-3: background research and glossary 

8. Assignment A-3: review and revision 

9. Assignment B-1: background research and glossary 

10. Assignment B-1: review and revision 

11. Assignment B-2: background research and glossary 

12. Assignment B-2: review and revision 

13. Assignment B-3: background research and glossary 

14. Assignment B-3: review and revision, post-course test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to actively participate in the class by preparing glossaries and background research results that can 

make their translation culturally and communicatively adequate, discussing and making translational choices with their own 

creativity and decisions, and evaluating and revising their own translations and those of peers based on error categories. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Assignment(60%)/Attendance & Participation(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 田辺希久子・光藤京子、2008、『英日日英 プロが教える基礎からの翻訳スキル』、三修社 (ISBN:4384055064) 

2. 安西徹雄、1995、『英文翻訳術』、ちくま学芸文庫 (ISBN:4480081976) 

3. 一般社団法人共同通信社、2016、『記者ハンドブック 第 13版 新聞用字用語集』、共同通信社 (ISBN:4764106876) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

- To register for this course, students must have successfully completed Intermediate Translation1. 

- Students are advised to attend the first class for an important announcement. 

- The course schedule may be subject to change according to the class configuration and other factors. 
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注意事項（Notice） 
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■DM586 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM586／通訳翻訳実習 

(Translation and Interpreting Practicum) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
The final course of the Translator and Interpreter Training Program 

担当者名 

（Instructor） 
松下 佳世(MATSUSHITA KAYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4243 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this course is for the students to “translate” their skills acquired in classroom learning into practice in real life 

settings and to understand the practical challenges faced by professional translators and interpreters so that they can develop 

problem-solving skills based on experience.   

 

Students are also expected to become aware of the codes of ethics for translators and interpreters and learn how to deal with 

clients and manage projects. They will be required to reflect on their activities by producing journals and reports. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides opportunities for students to have firsthand experience in translation and interpreting by taking part in 

authentic projects on campus and in the local community.  

 

On the first day of class, students will learn about the objective of this course as well as the necessary skillsets and the 

professional mindset they need to acquire by taking part in the practicum. They will also be introduced to the various 

opportunities made available to them through Rikkyo Community Language Service (RiCoLaS), internships, part-time jobs and 

by other means. Based on these understandings and advice from the instructor, students will come up with their own plan for 

their individual projects which they will announce in the second week. 

 

During the course of the semester, students are required to keep a record of their activities in a journal. This journal will serve 

as the basis for their final report. Students are expected to share its contents with the rest of the class on a monthly basis and 

to submit a report at the end of the semester.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation 

2. Announcement of individual projects 

3. Individual project 

4. Individual project 

5. Individual project 

6. Iindividual project 

7. interim report (oral presentation) 

8. Individual project 

9. Individual project 

10. individual project 

11. Individual project 

12. Individual project 

13. Individual project 

14. Presentation of the project outcome and submission of the final report 

*The schedule may be subject to change.  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to carry out their individual projects throughout the semester and keep a record of their activities in a 

journal. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Content of the journal(30%)/Presentations(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松下佳世、2016、『通訳になりたい！ゼロからめざせる１０の道』、岩波書店 (ISBN:4005008305) 
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Other reading materials will be distributed in class or posted on the web as needed. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Prerequisite: Students must have successfully completed, Intermediate Translation 2 (翻訳応用実践２) and Introduction to 

Simultaneous Interpreting (同時通訳入門) in order to enroll in this course. 

 

注意事項（Notice） 
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■DM587 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM587／通訳翻訳の理論と研究 

(Translation and Interpreting: Theories and Research) 

担当者名 

（Instructor） 
ハートレー(HARTLEY ANTHONY F.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3243 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this course is to learn and discuss key theories and technological advances in Translation Studies (TS) and 

Interpreting Studies (IS) and analyze translation and interpreting practices by using such theories. Students are expected to 

come up with their own research ideas and conduct TS or IS related research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will provide students with the opportunity to explore key theories and tools used in Translation Studies (TS) and 

Interpreting Studies (IS) and to apply these in their own research. Regular reading assignments will be given to prepare students 

for presentations and discussions which will cover some of the most controversial topics in TS and IS. Each student will give a 

presentation on a possible research topic and produce a research report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Translation Theories—an outline 

3. Interpreting Theories—an outline 

4. Equivalence in translation and interpreting 

5. Purpose in translation and interpreting 

6. Translation technologies and human translators 

7. AI and neural machine translation and translators and interpreters 

8. Speech recognition and interpreters 

9. Ethics in Translation and Interpreting 

10. Case Studies I 

11. Case Studies II 

12. Student Presentations I 

13. Student Presentations II 

14. Summary 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Reading assignments will be given at the end of each class.  

Other assignments will be announced in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and class contribution(40%)/Presentation(20%)/Final report(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Munday, J.. 2012. <I>Introducing Translation Studies</I> 3rd ed.. Routledge 

2. Pöchhacker, F.. 2004. <I>Introducing Interpreting Studies</I>. Routledge 

3. Pöchhacker, F., & Schlesinger, M. (Eds). 2002. <I>The Interpreting Studies Reader</I>. Routledge 

4. Pym, A.. 2014. <I>Exploring Translation Theories</I> 2nd ed.. Routledge 

5. Venuti, L. (Ed.). 2012. <I>The Translation Studies Reader</I> 3rd ed.. Routledge 

6. Chan, S. (Ed.). 2015. <I>The Routledge Encyclopedia of Translation Technology</I>. Routledge 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM588 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM588／通訳翻訳と多文化社会 

(Translation and Interpreting in Multicultural Society) 

担当者名 

（Instructor） 
松下 佳世(MATSUSHITA KAYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3243 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this course is to learn about various language needs in multicultural society and discuss the challenges and 

opportunities faced by translators and interpreters in such society.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course introduces various practices of translation and interpreting (spoken and signed) in multicultural and multilingual 

settings. It examines language needs in hospitals, courtrooms, schools, and public services provided by national and local 

governments. Students will be given the opportunity to learn from practitioners in the field and discuss the challenges involved 

in their practices, including ethical issues. Each student will give a presentation on language needs in specific communities and 

produce a research paper (final report). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction  

2. History of interpreting and translation  

3. Community interpreting and translation—an outline 

4. Language needs in hospitals 

5. Language needs in courtrooms 

6. Language needs in schools and other public services 

7. Sign language interpreting and braille translation 

8. Codes of ethics  

9. Case study 1 

10. Case study 2  

11. Guest lecture 

12. Student presentations 1 

13. Student presentations 2 

14. Summary 

*The schedule may be subject to change.  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and class contribution(40%)/Presentation(30%)/Final report(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

There is no textbook. Reading materials will be distributed or posted on the web as necessary. 

 

参考文献（Readings） 

1. Hale, S.. 2007. <I>Community Interpreting</I>. Palgrave (ISBN:140394069X) 

2. 水野真木子・内藤稔、2015、『コミュニティ通訳:多文化共生社会のコミュニケーション』、みすず書房 (ISBN:4622078910) 

3. 松下佳世、2016、『通訳になりたい！ゼロからめざせる１０の道』、岩波書店 (ISBN:4005008305) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM601 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM601／英語教育学 

(English Language Pedagogy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本の英語教育を世界のトップレベルまで引き上げる 

担当者名 

（Instructor） 
鳥飼 慎一郎(TORIKAI SHINICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語とはどのような言語なのか、日本人は英語とどのように関わり、学習してきたのか、世界では英語をどう教えているのか、日

本では英語をどう教えてゆくべきなのかなどを理解し、今後の日本の英語教育を実践してゆくための基礎と基盤を構築する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語という言語はそもそもどういう言語なのか、なぜ私たちは英語をこれほどまで勉強するようになったのか、英語の語彙はコミ

ュニケーションの中でどのように使われているのか、文法とは何なのか、なぜ必要なのか、４技能をどうやって教えればよいの

か、なぜ英語が得意な学習者とそうでない学習者がいるのか、ヨーロッパでは外国語をどのようにして教えているのか、これから

の日本の英語教育はどうあるべきか、などについて取り上げ、質疑応答や議論をする中で、一緒に考えてゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. この授業の進め方、英語とはそもそもどういう言語なのか、英語はいつごろからイングランドで話され、どのような変化を経

て近代に至っているのか 

2. なぜ英語はこれほどまで巨大言語になり、世界の共通語になったのか、パックスブリタニカ、パックスアメリカーナと英語の

世界的な使用との関係を見てゆく 

3. 江戸期における漂流民（ジョン万次郎等）の英語、長崎のオランダ語通詞と英語、日本最初の英語辞典、福沢諭吉の英語

との出会い、日本人の異言語への対応と受容を考える 

4. 戦後の日本に取って英語とは何だったのか、何のための英語教育だったのか、学習指導要領とは何か、何のために英語を

これ程まで学習しているのか、今後はどう英語を学習すべきかを考える 

5. 語彙とは何か、語彙は実際のコミュニケーションでどう使用されているのか、現在の英語辞書・文法書はどのようにして編集

されるのか、語彙の効果的な教え方、コーパス言語学とは何かなどについて考察を深める  

6. 文法とはそもそも何なのか、どのような文法論があるのか、文法は英語学習に必要なのか、文法は私たちに何を教えてくれ

るのか、現実的な英文法とは何か、文法の効果的な教え方などを論じてゆく 

7. 英語教授法はなぜ生まれたのか、どのような教授法があるのか、帰納法的教授法、演繹的教授法、文法訳読法、ディレクト

メソッド、ＡＬメソッド、コミュニカティブメソッド、PPP、TBLT、クリルなどを概観する 

8. 言語とは何なのか、何のためにあるのか、人は言語で何をするのか、言語行為論、言語のノーションとファンクション、場面

シラバスとは何か、コンテクストと言語との関係などについて考察を深める 

9. リーディングとはどのような活動なのか、なぜリーディングが重要なのか、リーディングはどのように教えられているのか、ど

のようにリーディングを教えればよいのかを考え、実践する 

10. リスニングとはどのような活動なのか、なぜリスニングは難しいのか、どのようにして私たちは英語の音から意味を取ってい

るのかなどを考え、リスニングの効果的な教え方を実践する 

11. スピーキングとはどのような活動なのか、なぜ日本人は英語を話すのが苦手なのか、本当に苦手なのかを議論し、どのよう

にしてスピーキングを教えればよいのかを考え実践する 

12. ライティングとはどのような活動なのか、なぜライティングは高度な技術なのか、なぜ大学でライティングを重視するのか、ラ

イティングをどう教えればよいのかなどを考え実践してみる 

13. 私たちは同じような方法で英語を学んでいるのか、なぜ英語が得意な学習者と不得意な学習者がいるのか、英語嫌いはな

ぜ起こるのか、どう指導すればよいのかなどを議論し、考察を深める 

14. CEFR とは何か、なぜ EU で CEFR ができたのか、EU では CEFR をどう利用しているのか、日本で CEFR を導入することの

是非、CEFR-J と日本における Can-Do リストの特徴、新しい学習指導要領、コア・カリキュラムなどを議論し、思考してゆく 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

学外から講師を呼び公開講演会を開催いたします。出席すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リサーチペーパー(40%) 

ゲストスピーカーの授業を予定しています。その場合は上記の授業計画を一部変更します。 
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テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使わない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については、授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

国内外から研究者を招聘し、英語教育に関連したテーマで公開講演会等を開催する予定です。出席すること。 

将来英語の教員を目指している人、英語教育に関連した職業に就きたい人、教科書や辞書の編集に興味がある人、大学院に進

学を考えている人、なぜ英語を勉強しなければいけないのか疑問に思っている人、どうやって英語を勉強すればいいのか悩んで

いる人、塾講師や家庭教師で英語を教えている人、日本の英語教育に疑問を持っている人、大歓迎です。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM602 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM602／英語コミュニケーション教育学 

(Pedagogy of English for Communication) 

担当者名 

（Instructor） 
高木 亜希子(TAKAGI AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語教育におけるコミュニケーション能力育成のため、タスク・ベースの言語指導（Task-based Learning）に焦点を当て、タスクの

理論的背景を理解するとともに、理論に基づいたタスクを作成する力を育成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コミュニケーション能力育成を重視した英語教育において、近年、第二言語習得研究の成果を生かしたタスク・ベースの言語指導

（Task-based Learning）が着目されている。本授業では、意味を重視したタスクの定義、種類、指導方法について学び、日本の中

学・高校の英語教育の文脈に適したタスク活動を作成し検討する。授業は、受講者同士の討議と発表を中心に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. コミュニケーション能力育成とタスク・ベースの言語指導 

3. タスク・ベースの発想と言語教育の方法論 

4. タスク・ベースの言語指導と認知のメカニズム 

5. タスク・ベースの言語指導と教育思想 

6. タスク・ベースの言語指導をめぐる疑問と解決への道 

7. 教材の準備と活用 

8. 小学校外国語活動・外国語科におけるタスク・ベースの言語指導 

9. 中学校・高等学校におけるタスク・ベースの言語指導 

10. タスク・ベースの様々な活動 

11. 教科書を利用したタスクの作成(1) 

12. 教科書を利用したタスクの作成(2) 

13. 教科書を利用したタスクのグループ発表（1） 

14. 教科書を利用したタスクのグループ発表（2） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/テキストの予習課題(30%)/討議への参加(20%)/リフレクション・ジャーナル(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松村昌紀（編）、2017、『タスク・ベースの英語指導』、大修館書店 (ISBN:9784469246094) 

 

参考文献（Readings） 

1. Rhonda Oliver & Jenefer Philip. 2014. <I>Focus on Oral Interaction</I>. Oxford University Press (ISBN:978-0194000840) 

2. Dave Willis & Jane Willis. 2007. <I>Doing Task-based Teaching</I>. Oxford University Press (ISBN:978-0194422109) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 232 - 

■DM603 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM603／文化人類学概論 

(Introduction to Cultural Anthropology) 

担当者名 

（Instructor） 
中川 理(NAKAGAWA OSAMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化人類学的な「ものの見方」とはどのようなものか、その問い方・考え方の基本的特徴や現代的課題を、具体的な諸事例を通

して理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化人類学は「他者」の研究を通して「当たり前」を相対化し、それによって人間文化の多様性を理解しようとする学問である。た

だし、ここでいう「他者」は、よくイメージされるような「未開」の人々の奇妙な実践に限られるわけではない。現代の人類学は、金

融トレーダーや科学者といった私たちの身近な存在までも「他者」として研究しようとする。では、そのような「他者」を研究すること

にどのような意義があるのだろうか？そこから私たちの「当たり前」を突き崩す何が見えてくるのだろうか？この講義では、これら

の疑問を解くために、文化人類学の主要な諸テーマについて、さまざまな事例を用いながら解説する。それによって、文化人類学

的な考え方の「作法」がどのようなものか分かるようにする。また、現代世界において文化人類学がどのような課題に直面し、ど

のような可能性を秘めているかについて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：文化をどうとらえるか 

2. 相対主義とフィールドワークのつながり 

3. 人類学という学問はどこから来たのか 

4. 呪術と科学はどう違うだろうか１ 

5. 呪術と科学はどう違うだろうか２ 

6. 家族と親族のさまざまなあり方１ 

7. 家族と親族のさまざまなあり方２ 

8. 政治を文化としてとらえる１ 

9. 政治を文化としてとらえる２ 

10. 文化としてみた「経済」１ 

11. 文化としてみた「経済」２ 

12. 現代人類学の課題１：「文化」に対する反省 

13. 現代人類学の課題２：グローバリゼーションと文化 

14. まとめ：人類学は何の役に立つか 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席及び授業への参加度（リアクションペーパーと課題）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用せず、授業時に必要に応じて資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時に、前回のリアクションペーパーに対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM604 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM604／文化記号論 

(Cultural Semiotics) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 亘(KOYAMA WATARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

記号論の枠組に基づき、現代社会文化、及びその他の様々な社会文化の多様な現象を分析する能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず記号論の枠組を概観した後、特に類像（icon）という記号論の概念に依拠して、様々な社会文化の多様な現象（身体、宇宙、

時間、地理・空間、都市、数、色、王朝、病・医、農、学知、宗教、親族、動物、食、住居など）を分析する。続いて、同じく記号論の

枠組に基づきながら、特に社会学者ブルデューの提示した諸概念（象徴資本、フィールド、ハビトゥスなど）を参照し、現代社会の

文化様態の一端を考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 記号の 3 タイプ：類像（icon）、指標（index）、象徴（symbol） 

2. 類像性とコスモロジー（1）：ミクロコズム・身体とマクロコズム・宇宙 

3. 類像性とコスモロジー（2）： 都市、数、色、王朝、陰陽五行説など 

4. 類像性と病・医の文化範疇 

5. 類像性と農の文化範疇：インド 

6. 類像性と中世西欧スコラの宇宙論 

7. 類像性と中世西欧のコズモグラフィー 

8. 類像性と中世・近世日本の宇宙論 

9. 構造主義の文化人類学（1）：旧蘭領東インド 

10. 構造主義の文化人類学（2）：タイ 

11. 構造主義の文化人類学（3）：親族、居住・空間、動物 

12. 現代社会の記号論（1）：文化資本と類像性 

13. 現代社会の記号論（2）：ハビトゥスと現代社会文化 

14. 現代社会の記号論（3）：フィールドと現代社会文化の編成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教室および Blackboard で配付 

 

参考文献（Readings） 

1. 小山亘、2008、『記号の系譜』、三元社 (ISBN:978-4-88303-219-8) 

2. 池上嘉彦、2002、『自然と文化の記号論』、放送大学教育振興会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM605 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM605／文化と芸術Ａ 

(Art and Culture A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「観客」という楽しみ―演劇学への招待 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演劇学への招待として、誰もがなれる「見る人」―「観客」の視点から、演劇について考える。グローバル化によって娯楽市場に現

れてきた変容についての理解を通じて、今とこれからの大衆文化について分析・検討する基礎を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

演劇は演じる人・見る人・演じる場の 3 要素があれば成立し、演じる内容については不問である。本科目では東アジアにおける日

本という視点から芸能史をおさえた上で、「大衆娯楽」という枠組を設定し、多様な演じる内容の内、今でも実際に観客になれるも

のを４つ事例として取り上げ、具体的に芸態の特徴とその観客について紹介する。取り上げる芸態を未見の学生のために、視聴

覚映像を用いる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・「大衆」とは「大衆娯楽」とは 

2. 日本の芸能史①娯楽市場が形成されるまで 

3. 日本の芸能史②娯楽市場のソフトの特性 

4. 「観客」の誕生－町の芝居と「観客」 

5. 歌舞伎 

6. 歌舞伎の観客 

7. 大衆演劇 

8. 大衆演劇の観客 

9. 寄席 

10. 寄席の観客 

11. 宝塚歌劇 

12. 宝塚歌劇の観客 

13. 日本の大衆娯楽の観客の特性 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、次回の授業に関連する課題を提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクション・ペーパー(60%)/筆記テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じ、教場で示す。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じ、教場で示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時間外に、早稲田大学演劇博物館見学・観劇（チケット代が 2000～4000 円程度必要）を予定している。見学・観劇は筆記

テストに関連するので、必ず行うこと。 

 

・授業計画の具体的内容等、履修者数によって変更する可能性がある。 

 

・授業では毎回最後にリアクション・ペーパーに、提示するテーマや見た映像に対する劇評を記述する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM606 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文化と芸術Ｂ 

(Art and Culture B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音楽美学 

担当者名 

（Instructor） 
星野 宏美(HOSHINO HIROMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員：30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

専門書の記述を理解し、関連文献を自ら探索、読破した上で、最終的に自らの考えをレポートにまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

下記テキストの前半の講読を核にした講義。美学上の基本概念を定義し、概念史と学説史を提示した上で、音楽作品の例示を

交えて論じる。それによって、履修者が自らの経験や問題意識と結びつけて美学概念を把握し、音楽について独自の考えを美学

的、学術的に深めるよう促す。音楽への学問的アプローチであり、いわゆる音楽鑑賞ではない点に留意してほしい。音楽と音楽

史の基礎知識を前提とするので、積極的な関心と意欲が必須。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 様式 

3. 象徴 

4. 作品 

5. 美的質 

6. 価値 

7. 美的態度 

8. 趣味 

9. 美的判断 

10. 解釈 

11. 批評 

12. 美的体験 

13. コミュニケーション 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

図書館所蔵の音楽事典類、AV コーナーの資料等を活用されたい。授業中に随時、具体的な活用法を紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

単位修得のためには 3/4 以上の出席が必要。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐々木健一、1995、『美学辞典』、東京大学出版会 

 

参考文献（Readings） 

1. 海老澤敏、1973、『音楽の思想 西洋音楽思想の流れ』、音楽之友社 

その他、授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テキストを用意して授業に臨むこと。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 236 - 

■DM607 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／フィールドワーク 

(Fieldwork) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
定員：20 名 

担当者名 

（Instructor） 
河野 正治(KAWANO MASAHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員：20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フィールドワークという調査研究手法を実際の体験をとおして学習し、他者の視点から世界を見るということがいかなることである

のかを少しでも理解できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フィールドワークとは、研究対象となる人びとの活動や生活に参加するという経験をとおして、彼らの考え方や行動の仕方を理解

しようとする、独特な調査方法である。この授業では、文化人類学をはじめとする諸分野におけるフィールドワークの手法や歴史

を学んだうえで、自らの五感と身体を使ってフィールドワークという方法論を実際の現場において習得する。授業ではフィールドワ

ーク実習を行う。まず、自分の身の回りのなかから調査対象とテーマを見つける。次に、各自が選択した対象とテーマについて、

聞き取りや観察などの手法を用いて、入門的なフィールドワークを実行する。最終的には、自分の調査結果をまとめて発表をおこ

ない、完成した作品をレポートとして提出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. フィールドワークという調査研究手法 

3. フィールドワークの準備１：他者の視点から世界を見るための第一歩 

4. フィールドワークの準備２：対象とテーマを選ぶ 

5. フィールドワークの方法１：聞き取りと観察 

6. フィールドワークの方法２：聞き取りのシミュレーション 

7. フィールドワークの方法３：観察記録のシミュレーション 

8. 実例から考えるフィールドワーク１ 

9. 実例から考えるフィールドワーク２ 

10. 中間発表 

11. エスノグラフィから書き方を学ぶ１ 

12. エスノグラフィから書き方を学ぶ２ 

13. 最終発表１ 

14. 最終発表２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と授業参加(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使用しない。授業時に必要に応じて、資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM621 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM621／異文化コミュニケーション概論 

(Introduction to Intercultural Communication) 

担当者名 

（Instructor） 
河合 優子(KAWAI YUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2330 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異文化コミュニケーションの主要概念・理論を学び、文化とコミュニケーションが関わる社会的諸問題を考察する力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、異文化コミュニケーション論の主要な概念・理論を学び、これらを応用して文化とコミュニケーションが関わる社会

的諸課題を考察することを通して、異文化コミュニケーションはどうあるべきかを探っていくことを目的とする。まず、「グローバル

化社会」と形容され人々の移動やつながりだけでなく社会的分断も激しくなっている現代社会において、異文化コミュニケーション

を学ぶことの意義、そしてこの学問領域が歴史的にどのような文脈で成立してきたかについて考える。それを踏まえて、軸となる

コミュニケーションおよび文化のほか、主要な概念・理論を学び、それを使って日常生活における「異なる文化的他者」とのコミュ

ニケーションを捉え直していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 異文化コミュニケーションを学ぶ意義 

2. 異文化コミュニケーション研究の成り立ち 

3. 文化 

4. コミュニケーション 

5. 言語 

6. 非言語 

7. 時間・空間 

8. 異文化接触 

9. アイデンティティ 

10. メディア 

11. 文化のポリティクス 

12. グローバル化 

13. 異文化コミュニケーションの現代的課題 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必ず教科書もしくは課題文献の該当箇所を読んだ上で授業に参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業参加貢献度（授業内課題含）(30%)/テスト(20%) 

単位修得には 75％以上の出席が必要。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 池田理知子 編著、2010、『よくわかる異文化コミュニケーション』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623056095) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式を中心とするが、学生への質問も活発に行う。映像資料なども適宜活用する。リアクションぺ

ーパーは次回授業開始時にフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM625 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM625／社会言語学 

(Sociolinguistics) 

担当者名 

（Instructor） 
川﨑 晶子(KAWASAKI AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3143 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ことばと社会・文化との関係について学び，実際に使われていることばの仕組みや働きについての洞察力を養い，身近な言語現

象を社会言語学の視点で考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本および海外の研究を通して，世界や実社会での言語のありよう，ことばの多様性や使い分け，言語運用の実例を学び，社会

の中でことばはどのような力や機能をもっているか，ことばと文化はどのようにかかわっているか，などについて考える。受講者は

身近な例を観察・分析，レポートするなど，積極的に授業に参加する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会変化とことばの変化：社会が変わる，ことばが変わる，ことばが変える 

3. 社会変化とことばの変化：成熟した社会人，ことばが変わる，そう見せる 

4. 世界の中のことばの実際：言語接触 

5. ことばの使い分け１：言語待遇，わきまえ， 働きかけ，敬語 

6. ことばの使い分け２：ポライトネス，コミュニケーションパターン，発話行為 

7. ゲストスピーカー 

8. ことばの多様性１：言語偏見，威信，方言 ＜ブックレビュー提出＞ 

9. ことばの多様性２：ジェンダー，役割語  

10. ことばともののとらえ方１：思考規定，言語相対論  

11. ことばともののとらえ方２：ことばと文化， 色，右左，注釈  

12. 日本の社会言語学，世界の社会言語学 

13. 社会言語学の視点，研究方法 ＜用語テスト＞ 

14. レポート発表 ＜レポート提出＞ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、毎回の授業時や必要に応じて Blackboad 上で履修者に対しておこなう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/リアクションペーパー、ブックレビュー等、提出物を含む授業参加(50%)/用語テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリント配付 

 

参考文献（Readings） 

授業内で紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM626 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM626／対人コミュニケーション論 

(Interpersonal Communication) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 文也(ISHIKAWA FUMIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

対人コミュニケーションに関わる学問分野の基礎知識を習得し，習得した知識を具体的な事象分析に応用できる基盤的能力を身

につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コミュニケーションとはなにか，コミュニケーションによって「知」（または情報）はひとからひとにどのように伝達されるか，またひと

とひとの間にどのような社会的関係が（再）構築されるか，そのような伝達行為によって社会の構造がどのように（再）定義される

かという問題を主に，構造主義言語学，コミュニケーション論，言語インタアクション，談話分析，ディスクール分析の視点から考

察し，その考察を学術的に実践する。フランス語の概念を使うが，日本語で解説を加える予定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：カリキュラム上の位置付け・講義内容の説明 

2. 対人コミュニケーション論のエピステモロジー 

3. 発話行為者の異質性（Hétérogénéité énonciative） 

4. ことばの「内指向性」（« Réflexivité » linguistique） 

5. 言語インタアクションの発話行為論的構造 

6. 言語インタアクションにおける言語の「内指向性」 

7. 言語インタアクションにおける社会言語学的事象 

8. 事象分析（１－１）：授業内課題（１）の作成 

9. 事象分析（１－２）：授業内課題（１）の作成 

10. 事象分析（１－３）：授業内課題（１）の作成・提出 

11. 事象分析（２－１）：授業内課題（２）の作成 

12. 事象分析（２－２）：授業内課題（２）の作成 

13. 事象分析（２－３）：授業内課題（２）の作成・提出 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の最後に次回のための準備学習を指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(60%)/授業内課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に配付するプリントあるいはメイルの添付ファイルなどによって随時紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に配付するプリントあるいはメイルの添付ファイルなどによって随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

やむを得ず休講となった場合，内容を繰り下げて補講日に補講をおこなうか，それに代わる課題を出す。 

学生の報告あるいは提出物について，口頭あるいは筆記によってコメントする。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM627 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM627／集団コミュニケーション論 

(Group Communication) 

担当者名 

（Instructor） 
森山 亜希子(MORIYAMA AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、グローバル化・多様化する社会を背景に、集団に関わるコミュニケーションについて理論・実践の両面から理解を深

めることを目標とする。同時に、自己に対する認識を高め、集団における他者の多様性との向き合い方を考察する力を養うことを

目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

集団を小集団から社会まで幅広く捉え、集団内・集団間に おけるコミュニケーションの動的プロセスや、コミュニケーションの促

進・阻害要因などについて、理論と実例を用いて様々な角度から検討していく (授業計画は前後する可能性あり)。授業では講義

に加え、グループワーク、発表など、参加型の学習を可能な限り取り入れる予定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 集団コミュニケーションの概要 

3. 集団における討論とファシリテーション (1) 

4. 集団における討論とファシリテーション (2) 

5. 集団における討論とファシリテーション (3) 

6. リーダーシップ論 (1) 

7. リーダーシップ論 (2) 

8. 多様性とインクルージョン (1) 

9. 多様性とインクルージョン (2) 

10. コンフリクト対応と交渉 (1) 

11. コンフリクト対応と交渉 (2) 

12. 集団コミュニケーション事例研究 （1） 

13. 集団コミュニケーション事例研究 （2） 

14. 学習内容まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示をする 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/小レポート(30%)/授業への出席、コメントペーパー、および参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリント教材を配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 浅井亜紀子、2016、『集団コミュニケーション：自分を活かす 15 のレッスン』、実教出版 (ISBN:978-4-407-33742-6) 

2. R. ブラウン、1993、『グループ・プロセス：集団内行動と集団間行動』、北大路書房 (ISBN:4-7628-0191-7) 

3. 本間道子、2011、『集団行動の心理学：ダイナミックな社会関係のなかで』、サイエンス社 (ISBN:978-4-7819-1287-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM628 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM628／グローバル社会とコミュニケーション 

(Globalization and Communication) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人種主義とコミュニケーション 

担当者名 

（Instructor） 
河合 優子(KAWAI YUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人種主義を異文化コミュニケーションの課題としてグローバルかつローカルな視点で捉える力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人種概念および人種主義はコミュニケーション行為と不可分である。この授業では、日本および西洋の「人種」概念の生成とその

変容を歴史的に捉え、それが「日本人」の意味、そして日本社会における排外主義や外国人嫌悪を含めた多様な人種主義、そし

て差別、偏見、ステレオタイプ、アイデンティティなどの概念といかに関連しているのかについて多角的に理解を深めていく。さら

に、人種主義を切り口に異文化コミュニケーションと日本の多文化社会はどうあるべきなのかについても検討していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 人種主義とコミュニケーション 

2. 近代西洋の人種概念 

3. 現代西洋の人種概念 

4. 近代日本の人種概念 

5. 現代日本の人種概念 

6. 多様な人種主義 

7. 人種概念と「人種混淆」 

8. 差別論 

9. 偏見論 

10. ステレオタイプ論 

11. 古典的アイデンティティ論 

12. 現代アイデンティティ論 

13. 白人性と日本人性 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加貢献度（授業内課題含）(30%)/テスト(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

単位修得には 75%以上の出席が必要 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式を中心とするが、学生への質問も活発に行う。映像資料なども適宜活用する。リアクションぺ

ーパーは次回授業開始時にフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM630 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM630／エスニシティとナショナリズム 

(Ethnicity and Nationalism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
平和と人権からナショナリズムを問う 

担当者名 

（Instructor） 
李 リョン京(LEE RYONGYON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ナショナリズムの構造を検討し、それの歴史的変遷を辿る。また、グローバル化が進む現代社会におけるナショナリズムの問題

をいくつかの事例を通して考えたい。その際、ナショナリズムが生まれる「場」を日常世界の中に発見し、その本質を探りたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバリゼーションが進むなか、国家と国民の解体、そしてそれを支えるナショナリズムの消滅を予言されたが、現実にはそれ

とは逆に、国家や国民は強化され、ナショナリズムは世界中でますます活性化している。例えば、ＥＵ、ＡＳＥＡＮなどの地域統合

にしても、危機的状況になれば必ずナショナリズムが発動する。現代社会において、ナショナリズムは、その意味が再確認される

と同時に、新たな展開が見られる。講義では、まず、ナショナリズムとは何かという問いを様々な角度から検討したい。その上で、

ナショナリズムが活性化した背景およびその新たな方向性を探る。ゲストスピーカによる特別講義を予定しているので、講義計画

は変更される場合もある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ナショナリズムの理論的考察１ 

3. ナショナリズムの理論的考察２ 

4. 事例研究:日本におけるのナショナリズム 

5. ナショナリズムの理論的考察 3 

6. 事例研究:「在外国民」「００系人」とナショナリズム 

7. 特別講義：榎本裕子（日本国際社会事業団ソーシャル ワーカー） 

8. 事例研究:在日朝鮮人 

9. 事例研究:スポーツのナショナリズム 

10. 特別講義：サッカー選手 安英学による特別講義 

11. 事例研究:EU の試みとナショナリズム  

12. 事例研究:ナショナリズムとジェンダー 

13. 総括①個人テーマに関する総合発表と討議 

14. 総括② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前に配る資料を必ず読んでくること。そして、関連新聞記事などを日々把握しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および参加度(30%)/毎回のコメント(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

授業内で１回のレポート提出を行う。最終テスト ： 講義内容に関する問題について論述する力を見る。 レポート ： 講義に関連

して提示されたテーマについて論じる力を見る。 

 

テキスト（Textbooks） 

参考文献を授業のなかで配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大澤真幸編、2002、『ナショナリズム論の名著５０』、平凡社 

2. 香山リカ他、2015、『オリンピックが生み出す愛国心』、かもがわ出版 

3. 中野敏男、2012、『詩歌と戦争ー白秋と民衆、総力戦への「道」』、NHK ブックス 

4. 萱野稔人他、2014、『ナショナリズムの現在ー＜ネトウヨ＞化する日本と東アジアの未来』、朝日新書 

5. 田中宏、2013、『在日外国人 第三版－法の壁，心の溝』、岩波新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DM631 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM631／語用論 

(Pragmatics) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 里美(TAKAHASHI SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3143 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Pragmatics is the study of meaning conveyed by a speaker and interpreted by a listener in communicative contexts. In this 

course, we will deepen our understanding of cognitive, social, and cultural aspects of language use by examining various cases 

where the speaker-listener relationships determine contextual meaning. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The goal of pragmatics is to examine how people mean by their utterances, how people interpret what is meant in a particular 

context, and how the context influences what is said (or what is unsaid). In an effort to understand the scope of pragmatics in 

linguistic science, we will learn several key concepts in this area. They include deixis, inference, presupposition, cooperation, and 

implicature. We will also gain knowledge about speech acts. Additionally, we will consider the ways in which linguistic politeness 

is implemented and constrained socio-culturally. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation, Definitions and background 

2. Deixis and distance (1) 

3. Deixis and distance (2) 

4. Reference and inference (1) 

5. Reference and inference (2) 

6. Presupposition and entailment (1) 

7. Presupposition and entailment (2) 

8. Cooperation and implicature (1) 

9. Cooperation and implicature (2) 

10. Speech acts (1) 

11. Speech acts (2) 

12. Linguistic politeness (1) 

13. Linguistic politeness (2) 

14. Summary 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(30%)/In-class assignments, quizzes, homework(30%)/Final report(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

The instructor will provide readings and handouts. 

 

参考文献（Readings） 

To be announced in the first class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Class form: This is a lecture course, using PowerPoint. At the instructor's discretion, however, students may be divided into 

some groups for discussions to promote better understanding of the lecture. 

 

Feedback on the assignments: The instructor's feedback on the final reports will be delivered via Blackboard. 

 

注意事項（Notice） 
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■DM632 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM632／バイリンガリズム研究 

(Bilingualism) 

担当者名 

（Instructor） 
森 聡美(MORI SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3143 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個人におけるバイリンガリズム（二言語併用）について、言語学、心理学、ならびに教育的視点から理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

言語心理面の現象としてのバイリンガリズム（言語能力、言語習得、言語使用、認知・思考の特徴等）ならびにバイリンガル教育

について紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. バイリンガルとは 

3. 同時バイリンガルの言語習得 

4. 継続バイリンガルの言語習得 

5. 言語使用の特徴―コードスイッチング 

6. バイリンガルのアイデンティティ 

7. バイリンガルの言語喪失 

8. バイリンガリズムと知能 

9. バイリンガルの思考・認知 

10. バイリンガル児童の言語能力と認知能力 

11. バイリンガル児童の言語能力と教科学習 

12. バイリンガル教育の形態 

13. ファミリーバイリンガリズム 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業ならびに Blackboard で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席ならびに授業参加(コメントカードを含む）(30%)/中間課題(40%)/期末課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山本雅代（編著）、井狩幸男、田浦秀幸、難波和彦（著）、2014、『バイリンガリズム入門』、大修館書店 (ISBN:978-

4469245868) 

 

参考文献（Readings） 

1. Baker, Colin & Wright, Wayne E.. 2017. <I> Foundations of Bilingual Education and Bilingualism, </I> 6th edition. Multilingual 

Matters (ISBN:978-1-78309-720-3) 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の詳細については、初回に配付されるシラバスを参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM633 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM633／グローバル文化研究特論 

(Topics in Global Cultural Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古典芸能から学ぶ日本文化 

担当者名 

（Instructor） 
濱口 久仁子(HAMAGUCHI KUNIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自国の文化の特性を理解することは、グローバルな思考・視野を体得するためには、不可欠であると考える。本講義は古典芸能

を通して日本文化の特性と文化的素地を学ぶ。それによって異文化と対比することができ、広く柔軟な視点を身につけるようにし

ていきたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業で取り上げる領域は主として古典芸能とし、その中でも歌舞伎を中心に進めていく。その歴史と特性を検証することによっ

て、日本文化の性格や精神を学ぶ。さらに折々に異文化と対比することによって、文化に対するより広く深い視野を養っていきた

い。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本の芸能とはー本講義で学ぶ領域の紹介とアンケート 

2. 歌舞伎を学ぶ（１） 

3. 歌舞伎を学ぶ（２） 

4. 歌舞伎を学ぶ（３） 

5. 歌舞伎を学ぶ（４） 

6. 歌舞伎舞踊を学ぶ（１）－西洋舞踊との比較 

7. 日本の古典音楽を学ぶ 

8. 文楽を学ぶ（１） 

9. 文楽を学ぶ（２） 

10. 能を学ぶ 

11. 狂言を学ぶ 

12. 浮世絵を学ぶ 

13. その他の芸能（１） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義は歌舞伎を４回設定しているが、時間が合えば、自由参加ではあるが、６～７月の国立劇場歌舞伎鑑賞教室での歌舞伎

鑑賞も予定している。これは一作品上演（解説付）、日程は授業にて発表する。参加費は１０００円なので、歌舞伎未体験の学生

はぜひ鑑賞してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/毎回のリアクションペーパー(30%)/授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に配付する 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉田弥生、2008、『概説日本の伝統芸能』、開成出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM634 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM634／通訳入門 

(Introduction to Interpreting) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introductory interpreting course of the Translator and Interpreter Training Program 

担当者名 

（Instructor） 

武田 珂代子(TAKEDA KAYOKO) 

ハートレー(HARTLEY ANTHONY F.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3243 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
前半：武田，後半：ハートレー，定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This is an introductory interpreting course of the Translator and Interpreter Training Program, which is designed to develop 

foundational competencies for translators and interpreters. The objectives of the course are for students: 1) to understand the 

role of interpreters as mediators of intercultural communication; 2) to understand a variety of settings in which interpreters 

work; 3) to understand different modes of interpreting and their applications; 4) to become familiar with mechanism and general 

principles of consecutive interpreting; and 5) to develop basic skills for interpreting, such as active listening, content analysis, 

memory retention, and reformulation of essential elements of the source speech in the target language without notes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will be introduced to: the concept of interpreters as mediators of intercultural communication; various settings in 

which interpreters work; different modes of interpreting and their applications; and mechanism and general principles of 

consecutive interpreting. Students engage in exercises for active listening, memory retention, content analysis, public speaking, 

and interpreting between English and Japanese without notes. Students are expected to research the topics to be covered in 

class, prepare speeches for certain classes, and submit reports and journals on their in-class performance and self-study. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction (interpreting as a mediating act in intercultural communication)  

2. Overview of different modes and settings for interpreting; introduction to mechanism and general principles of interpreting 

3. Introduction to active listening 

4. Active listening exercises 1 

5. Active listening exercises 2 

6. Active listening exercises 3 

7. Interpreting without notes (into Japanese) 1 

8. Interpreting without notes (into Japanese) 2 

9. Interpreting without notes (into Japanese) 3 

10. Interpreting without notes (into English) 1 

11. Interpreting without notes (into English) 2 

12. Interpreting without notes (into English) 3 

13. Final test 

14. Review of the final test; introduction to systematic note-taking 

(Content and schedule subject to change depending on student needs.)  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to read extensively and build bilingual glossaries of current events, to submit a report on in-class 

performance after class, and to submit a journal of interpreting practices (at least 4 hours a week, individually or in a group). 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final test(40%)/In-class performance(30%)/Report/journal submissions and class participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ベルジュロ・鶴田・内藤、2009、『よくわかる逐次通訳』、東京外国語大学出版会 (ISBN:4904575059) 

2. 鳥飼玖美子編著、2013、『よくわかる翻訳通訳学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623067270) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Non-native speakers of English are required to have attained at least one of the following test scores: TOEFL(iBT) 80, IELTS 
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6.0, TOEIC 740, or Eiken Pre-1. 

Non-native speakers of Japanese are required to hold N1. 

TI@Rikkyo http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ti-rikkyo/ 

 

注意事項（Notice） 
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■DM635 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM635／カルチュラル・スタディーズ特論 

(Topics in Cultural Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヴィジュアル・カルチャー、ヴィジュアル・スタディーズにみる文化研究 

担当者名 

（Instructor） 
黒岩 三恵(KUROIWA MIE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

21 世紀に入って以来大きく進展している視覚文化（ヴィジュアル・カルチャー）やヴィジュアル・スタディーズについて、基本的な枠

組みや方法論について知り、個別的なケースについて自らアプローチができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ここ 10 年程度の出版物の隆盛が示すように、実に多彩な展開を見せる視覚文化論や視覚文化研究について、人文社会系を中

心とする研究手法の枠組みや問題点を概観する。そのうえで、代表的な美術作品から写真、ポスターなどを取り上げて、教員に

よる講義と、学生自身が様々な問題意識や視覚文化研究の切り口を見つけ出して検討してゆく、対話形式の授業を行うことを予

定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 視覚文化とは何か？研究の枠組みと課題①美術史など人文系の研究方法 

3. 視覚文化とは何か？研究の枠組みと課題②社会学など社会科学系の研究方法他 

4. ケーススタディ①ベラスケス作《ラス・メニーナス》 

5. ケーススタディ①ベラスケス作《ラス・メニーナス》つづき 

6. ケーススタディ②藤田嗣治《ジューイ布のある裸婦像》 

7. ケーススタディ②藤田嗣治《ジューイ布のある裸婦像》つづき 

8. ケーススタディ③J.M. カメロン《五月祭（メーデイ）》 

9. ケーススタディ③J.M. カメロン《五月祭（メーデイ）》つづき 

10. ケーススタディ④アングル《トルコ風呂》 

11. ケーススタディ④アングル《トルコ風呂》つづき 

12. ケーススタディ⑤ピカソ《アヴィニョンの娘たち》 

13. ケーススタディ⑤ピカソ《アヴィニョンの娘たち》つづき 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業計画に記載する作例を軸として授業を進める。いずれも大学図書館やインターネット上で接することが可能な作家・作品なの

で、視覚的なイメージを見る経験が少ない学生は特に、前もって作例についてある程度予習しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業時の小エッセイ （5 回の合計）(50%)/授業時の発言などの参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. J.A. ウォーカー、S.チャプリン、2001、『ヴィジュアル・カルチャー入門』、晃洋書房 (ISBN:4771012547) 

ヴィジュアル・カルチャー関連の文献は、圧倒的に英語のものが多いのが現状である。授業の進行状況や学生の反応を見て、邦

文の文献を含めて随時参考となる資料を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM636 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM636／グローバル化と思想 

(Globalization and Social Ideas) 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化が進む現在，世界中のさまざまな地域で文化の均質化とその反動が起こっている。このような事態を考えるため

に，本講義では都市と近代化に着目しつつ，文化同士のコミュニケーションを通して近代化が進展する事態を確認し，グローバル

化に関するさまざまな見方を紹介する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

多様な文化が入り混じる場である都市が巨大化するのはなぜか。近代都市が生み出した文化の多様性についての理解を深める

一方で，近代化の過程で文化が蒙った変容について，明治期日本の知識人の西欧体験などをもとに考察する。後半では 70 年

代以降現在にいたる日本の都市文化論にも触れるとともに，グローバル化の進む日本社会の諸問題についても取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 近代化と都市文化 

3. 19 世紀以後のヨーロッパの重要な都市論 (1) 

4. 19 世紀以後のヨーロッパの重要な都市論 (2) 

5. 19 世紀以後のヨーロッパの重要な都市論 (3) 

6. 明治期の知識人の西欧体験 (1) 

7. 明治期の知識人の西欧体験 (2) 

8. 明治期の知識人の西欧体験 (3) 

9. 戦後日本の都市文化に関する諸研究 (1) 

10. 戦後日本の都市文化に関する諸研究 (2) 

11. 戦後日本の都市文化に関する諸研究 (3) 

12. 戦後日本の都市文化に関する諸研究 (4) 

13. グローバル化の引き起こす諸問題について 

14. 全体のまとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への貢献度(30%)/課題、および小テストなど(30%)/レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 町村敬志, 西澤晃彦著、2000、『都市の社会学』、有斐閣 

2. 吉見俊哉著、2008、『都市のドラマトゥルギー』、河出文庫 

3. ヴァルター・ベンヤミン著、1995、『近代の意味』、ちくま学芸文庫 

その他，授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM637 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM637／言語文化論 

(Language and Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ大陸の言語文化 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 異なる言語世界の狭間に身をおく作家たちの作品を通じ, 言語表現と言語主体, 経験の言語化が生む葛藤について考察す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 英語とスペイン語, スペイン語と土着語（母語）, 英語と土着語（母語）の複雑な力関係を背景にアメリカ大陸からどのような作

品, 特に言語表現が生成しつつあるかを実地に見てゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各人の言語経験を振り返る 

2. 文字文化と権力 

3. 書記言語と権力 

4. 帝国の言語が交代するとき 

5. 米州におけるバイ／トリ・リンガルとは 

6. 先住民文学の現状 

7. チカーノという存在 

8. 「チカーノ文学」の成立 

9. 付論・日系作家とは 

10. テクスト比較と議論 

11. テクスト比較と議論 

12. 言語と人格 

13. 言語と人格 

14. 複数言語を生きるとは 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 19 世紀末から 20 世紀全般の世界史を適宜復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(81%)/課題読み込み精度(19%) 

 

テキスト（Textbooks） 

英文テクスト使用時はプリント配布の予定。 

 

参考文献（Readings） 

1. B.アンダーソン、『想像の共同体』、各社版 

2. A.ドルフマン、2016、『南に向かい、北を求めて』、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スペイン語の知識は必ずしも要求されないが、持ち合わせていればそれに越したことはない。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM638 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM638／非言語コミュニケーション論 

(Nonverbal Communication) 

担当者名 

（Instructor） 
神戸 直樹(KANBE NAOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）非言語コミュニケーションに関する基本的な理論や概念を用いて、実際のコミュニケーションにおける非言語メッセージの特

性・機能・意味を説明できるようになる。 

２）実際のコミュニケーション状況において、非言語コミュニケーションをより多角的に観察したり、自覚的に実践したりできるように

なる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

対人コミュニケーションにおいて、身振り、手振り、顔の表情、視線、周辺言語、身体接触、対人距離など、ことば以外の手段によ

って伝えられる非言語（ノンバーバル）メッセージが果たす役割は質、量ともに非常に大きい。本科目は、さまざまな非言語的伝達

手段とコミュニケーションに関する理論・概念を考察し、それらを用い実際のコミュニケーションを観察、分析することで、辞書には

載っていない非言語メッセージの意味を探っていく。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

コミュニケーションの定義とモデル 

2. 非言語コミュニケーションの機能と特徴 

3. 外見と魅力 

4. ジェスチャーと動作 

5. 顔の表情 

6. 視線行動 

7. 音声行動・周辺言語 

8. 空間・対人距離 

9. 身体接触 

10. ジェンダーと非言語コミュニケーション 

11. 異文化コミュニケーションと非言語メッセージ 

12. 人間関係における非言語コミュニケーション 

13. 時間概念・沈黙 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加度(ワークシート含)(20%)/リーディング・レスポンス(15%)/観察メモ(15%)/テスト(25%)/分析レポート(25%) 

単位取得には 80％以上の出席が必要 

 

テキスト（Textbooks） 

1. V.P.リッチモンド、J.C.マクロスキー、2006、『非言語行動の心理学：対人関係とコミュニケーション理解のために』、北大路書房 

(ISBN:4762824909) 

 

参考文献（Readings） 

1. Richmond, V. P., McCroskey, J. C., & Hickson III, M. L.. 2012. <I>Nonverbal behavior in interpersonal relations </I> (7th ed.).. 

Allyn & Bacon (ISBN:9780205042302) 

2. Patterson, M. L.. 2011. <I>More than words: The power of nonverbal communication. </I>. Aresta (ISBN:9788493787080) 

3. M. L. パターソン、2013、『ことばにできない想いを伝える: 非言語コミュニケーションの心理学』、誠信書房 

(ISBN:9784414304206) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DM639 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM639／グローバル化と言語 

(Globalization and Language) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 文也(ISHIKAWA FUMIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化と言語の問題に関わる学問分野の基礎知識を習得し，習得した知識を具体的な事象分析に応用できる基盤的能

力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバリゼーションとはなにか。なに（あるいは誰）がそれを主導しているのか。グローバル化を推進するイデオロギーとはなに

か。それは国あるいは地域の言語政策にどのように現れているのか。そしてそれによってそれぞれの言語はどのような影響を受

けて（あるいは変化を強いられて）いるのか。そのような問題を提起し，具体的な事例を取り上げながら，グローバル化と言語に

関わる問題の深層／真相を通時的・共時的・内省的に考察し，その考察を学術的に実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：カリキュラム上の位置付け・講義内容の説明 

2. グローバリゼーションとはなにか 

3. 世界システム論 

4. 現代のグローバル化を推進するイデオロギー 

5. グローバル化と言語政策：ヨーロッパ 

6. グローバル化と言語政策：日本 

7. グローバル化する世界の中の言語（１）：国境、移動民 

8. グローバル化する世界の中の言語（２）：メディア 

9. スタンダライゼイションあるいは境界の内在化 

10. 不可視なものの可視化 

11. 事象分析：授業内課題の作成 （１） 

12. 事象分析：授業内課題の作成 （２） 

13. 事象分析：授業内課題の作成・提出 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の最後に次回のための準備学習を指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(60%)/授業内課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊豫谷登士翁、2002、『グローバリゼーションとは何か―液状化する世界を読み解く』、平凡社新書 

2. ウォーラーステイン（イマニュエル）、2006、『入門 世界システム分析』、藤原書店 

3. Council of Europe. 2001. <I> Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment 

</I>. Council of Europe 

授業中に配付するプリントあるいはメイルの添付ファイルなどによって随時補足する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

やむを得ず休講となった場合，内容を繰り下げて補講日に補講をおこなうか，それに代わる課題を出す。 

学生の報告あるいは提出物について，口頭あるいは筆記によってコメントする。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM640 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM640／説得コミュニケーション論 

(Persuasion) 

担当者名 

（Instructor） 
師岡 淳也(MOROOKA JUNYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

説得コミュニケーション研究の入門コース。説得コミュニケーションに関する基本的な理論や研究アプローチを学ぶことで、日常的

に行なわれている説得コミュニケーションに対する理解を深め、より批判的かつ自覚的に向きあえるようになることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、私たちの認識・思考・行動に影響を与えるコミュニケーション全般を説得と捉え、説得を巡る諸問題を理論と事例研

究の双方から考察していく。まず、コミュニケーションとしての説得の特徴や主な研究アプローチを紹介した後、実証主義的アプロ

ーチの観点から説得の３手法であるエトス、パトス、ロゴスについて学んでいく。授業の後半では批判的アプローチに焦点を当

て、人種、ジェンダー、セクシュアリティといった社会的要因がどのように私たちのコミュニケーションのあり方に影響を与えると同

時に、コミュニケーションを通して構築されているかを批判的に検討していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業オリエンテーション 

2. 説得コミュニケーションの特徴 

3. 説得研究の主要アプローチ 

4. 実証主義的アプローチ（その１）：話し手の信頼性（エトス）に基づく説得 

5. 実証主義的アプローチ（その２）：感情（パトス）に訴える説得 

6. 実証主義的アプローチ（その３）：論証（ロゴス）に基づく説得 

7. 批判的アプローチ（その１）：基本的視座 

8. 批判的アプローチ（その２）：選挙キャンペーン 

9. 批判的アプローチ（その３）：政党広告 

10. 批判的アプローチ（その４）：説得とニュース 

11. 批判的アプローチ（その５）：説得と広告/CM 

12. 批判的アプローチ（その６）：説得と社会運動 

13. 批判的アプローチ（その６）：公共圏における議論のあり方 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/最終レポートプロポーザル(10%)/説得事例報告１(15%)/説得事例報告２(15%)/授業参加（含む、

授業内課題）(30%) 

出席は単位修得の前提であり、評価の対象ではないことに注意。単位修得には 75％以上の出席が必要。 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Borchers, T. A.. 2012. <I>Persuasion in the Media Age (3rd ed.)<I>. Waveband Press (ISBN:978-1577668268) 

授業中に適宜紹介する。</I> 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM642 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM642／開発と文化 

(Development and Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
支援と介入の狭間で 

担当者名 

（Instructor） 
綾部 真雄(AYABE MASAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義が目指すのは以下の３点である。 

①文化人類学の立場から広義の「開発」という事象を論じ、開発にまつわる理論的視座を獲得すること。 

②世界各地のいわゆる低開発地域が、実は日本人一般の生活と少なからぬ関係を持っていることを実感として捕捉すること。 

③「開発＝支援」という構図に留まらない、様々な関係性のつくり方、介入のあり方について学ぶこと。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義においては、文化人類学の立場から「開発」という事象を多角的に捉え、開発が単に先進諸国による低開発地域への「支

援」の枠に留まらない、幅広い実践と意味内容を含みうるものであることを論じていく。より具体的には、開発を思想、贈与、国

益、セキュリティ、介入の形態といった細分化されたテーマから解題していくほか、アフリカ、オセアニア、東南アジア等における開

発にまつわる具体的な事例をも併せてみていく。講義全体の後半部では、講師が深く関わってきたタイの先住民に関する事例に

ついて、「文化とセキュリティ」という観点から詳しく解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―開発・文化・セキュリティ― 

2. 文化人類学と開発 

3. 開発の思想（１） 

4. 開発の思想（２） 

5. 映像視聴・リアクションペーパーの執筆 

6. 開発と贈与（１） 

7. 開発と贈与（２） 

8. 開発とセキュリティ 

9. 映像視聴・リアクションペーパーの執筆 

10. タイ先住民とは 

11. タイ先住民社会への介入 

12. タイ先住民と文化振興（１） 

13. タイ先住民と文化振興（２） 

14. 総括―応用から主客不可分性へ― 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパーの提出状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に用いない。必要に応じて講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 青柳まちこ、2000、『開発の文化人類学』、古今書院 (ISBN:978-4772230070) 

2. リオール・ノラン、2007、『開発人類学―基本と実践―』、古今書院 (ISBN:978-4772231121) 

3. 佐藤寛・藤掛洋子、2011、『開発援助と人類学―冷戦・蜜月・パートナーシップ―』、明石書店 (ISBN:978-4750334103) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM643 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM643／自然文化論 

(Nature and Culture) 

担当者名 

（Instructor） 
野田 研一(NODA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自然(nature)と文化(culture)はもっとも基本的な対立概念であるが、本講義では、その対立を止揚する、自然を基底とする文化と

はどのようなものかを環境思想の知見に基づき検討する。とりわけ人間中心主義から環境中心主義へのシフトの可能性とその

根底にあるアメリカ環境思想、そして日本の環境思想とは何かを環境コミュニケーション論の観点から概観する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では、主にアメリカの環境思想を形づくってきた基本的な枠組みを、文学、文化、思想の視点から、具体的な文献、資料に基

づいて検討し、後半では風景論、場所論、交感論の視点から、人間と自然とのコミュニケーション(環境コミュニケーション）の問題

を明らかにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 『もののけ姫』を読む 

2. 環境・他者・コミュニケーション１ 

3. 環境・他者・コミュニケーション２ 

4. 人間中心主義から環境中心主義へ 1 

5. 人間中心主義から環境中心主義へ 2 

6. アメリカの環境思想 1：Wilderness 問題 

7. アメリカの環境思想 2：風景画の問題 

8. アメリカの環境思想 3：自然回帰と郊外の成立 

9. アメリカの環境思想 4：ネイチャーライティング 

10. 風景論 

11. 場所論 

12. 石牟礼道子と藤原新也 

13. 交感論 1：原理と系譜 

14. 交感論 2：環境コミュニケーション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については毎回の授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席及び授業への参加度(40%)/提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

配付物使用 

 

参考文献（Readings） 

1. 野田研一 著、2007、『自然を感じるこころ：ネイチャーライティング入門』、ちくまプリマー新書 (ISBN:9784480687661) 

2. 笹田直人他編著、2002、『概説アメリカ文化史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623034917) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM644 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM644／人間環境論 

(Human and Environmental Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域社会の視点から学ぶ人間環境 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 朋恒(ABE TOMOHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間と環境との関係を包括的に捉える視座を学んだうえで、それを実践的な課題へと結びつける力を養うことを目指す。具体的

には、受講者が（１）自然に対する認識や利用の方法が多様であることを知り、（２）それらが地域社会に根差した知識や実践によ

って維持されてきたことを理解し、（３）環境破壊や災害などの今日的な脅威から安全を確保するための具体的な方法を考えるこ

とができるようになることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人々が心身ともに安全かつ安心して暮らすことができる環境とは、たとえば紛争や貧困の解決にむけた仕組みづくりなど、人間

社会内部での努力のみによって確保できるものでは必ずしもない。なぜならば、人が生きるための資源を提供し、生きることの意

味を基礎づける世界観を育んできた自然もまた、人間の安全に欠かすことができないからである。 

このような視点から本講義では、人と人との間で結ばれる社会関係だけでなく、それをとりまく自然との関係をも含む総体としての

人間環境が、われわれの安全にどのように影響しているのかを学ぶ。人類は、農耕、牧畜、漁撈、狩猟採集などさまざまな生業

を営むなかで、自らをとりまく自然との多様なかかわり方を築いてきた。また、そこで培われた知識や実践の方法は、それぞれの

地域社会を通じて蓄積され、今日まで世代を通じて継承されている。本講義ではまず、世界各地の事例紹介と映像資料を適宜用

いつつ、その具体的な諸相を学んでいく。そのうえで講義後半では、急速な産業構造の変化による環境破壊や大規模災害といっ

た脅威を前に、安全な暮らしを持続的に確保するためにはどのような方法が考えられるかを議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 研究史概説――民族誌にみる「自然」の多様性 

3. 生業と社会――農耕、牧畜、漁撈、狩猟採集 

4. 民族誌解説：農耕社会―日本・中国 

5. 映像鑑賞と議論：『天空の棚田に生きる―秘境雲南』（NHK 2012） 

6. 民族誌解説：牧畜社会―モンゴル・エチオピア 

7. 映像鑑賞と議論：『白い馬』（シネセゾン＝ホネ・フィルム 1995） 

8. 民族誌解説：漁撈社会―スリランカ・マダガスカル 

9. 映像鑑賞と議論：（鑑賞映像未定） 

10. 民族誌解説：狩猟採集社会―南アフリカ・ブラジル 

11. 映像鑑賞と議論：『ヤノマミ―奥アマゾン原初の森に生きる』（NHK 2009） 

12. グループ・ディスカッション、発表準備 

13. 学生による発表① 

14. 学生による発表② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義では特定の教材に即して授業を行うことはしないが、授業内容に関連する文献を毎回紹介し、重要なものは適宜配布す

る。それを手がかりとして復習をしっかり行ってほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業内課題(40%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内配布資料を通じて適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なし 
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注意事項（Notice） 
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■DM645 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM645／メディアコミュニケーション論 

(Communication and Media) 

担当者名 

（Instructor） 
鄭 佳月(CHUNG KAWOL) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この科目では、メディア研究に関する文献の講読を通して、メディアの歴史や現状、動向について学び、様々なメディア・コミュニ

ケーションの特徴を理解できるようになることを目標とする。また、自らもメディアの参加者の一人として、メディア・コミュニケ―ショ

ンの課題について意見を出し合い討議することで、メディアが果たすべき機能やあるべき姿を多角的に考察する力を身につける

ことを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ソーシャルメディアが普及し、マス・メディアやパーソナル・メディアをめぐる状況が変化する中で、メディアの多様化が進展してい

る。それにともなって、今日、人々のコミュニケーション行動は大きく変容しつつある。この授業では、現代社会におけるメディアの

様相を把握し、様々なメディアを媒介としたコミュニケーションの特徴を理解するために、メディア研究における主要な文献を講読

しながら、メディアの歴史や現状、動向を概観していく。 

 まず、メディアの歴史的変遷を取り上げ、文化や社会的な営みの中で、メディアがどのように構成されてきたのかを事例とともに

紹介する。あわせて、各時代に登場したメディアがどのように人間や社会に作用してきたのかについて検討する。 

 次に、現代のメディア環境に焦点を当て、既存のメディアと新しいメディアの中で、人々はどのようにメディア・コミュニケーション

を行っているのかを概観する。その際、主流メディアだけでなくオルタナティブ・メディアの動向にも目を向け、多様化するメディア

実践の事例を提示する。 

 またテーマに即して、私たちが直面するメディア・コミュニケーションの変化や重要な課題について討議を行う。それらを踏まえた

上で、メディアの社会的機能を追究するとともに、多文化化やグローバル化の進む現代社会におけるメディアの可能性を考察し

ていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業の目的と進め方 

2. メディア・コミュニケーションとは何か 

3. メディアの歴史的展開(1)：印刷技術と近代 

4. メディアの歴史的展開(2)：電話のはじまり  

5. メディアの歴史的展開(3)：無線通信からラジオ放送へ 

6. メディアの歴史的展開(4)：テレビ放送と戦後 

7. 現代社会のメディア環境(1)：「ケータイ」の浸透 

8. 現代社会のメディア環境(2)：ソーシャル・メディアと人間関係 

9. 現代社会のメディア環境(3)：メディアの並行利用  

10. オルタナティブなメディア実践(1)：オルタナティブ・メディアの役割 

11. オルタナティブなメディア実践(2)：社会的な多様性とメディア 

12. オルタナティブなメディア実践(3)：インターネットと市民 

13. グローバリゼーションとメディア・コミュニケーション 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・指定された文献を事前に読み、論点や疑問点などを整理する。 

・文献の内容について、自分の経験や身の周りのエピソードなどを絡めて考える。 

・その他の授業時間外の学習については、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/リアクションペーパー(30%)/授業内に提示した課題(25%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉見俊哉、2012、『メディア文化論――メディアを学ぶ人のための 15 話 改訂版』、有斐閣 

・その他、必要に応じて資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 
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・受講者の理解度に合わせて授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・受講ルールは開講時に説明する。履修予定者は初回に出席し授業方針などを確認すること。  

・受講者の理解度や進捗状況により、内容と順序は若干変更する可能性がある。その場合は授業時に指示する。 

・授業では適宜、視聴覚資料を使用する。 

・授業ではテキストを読み進めながら、学生への質問も行う予定のため、毎回の授業準備と積極的な受講態度が期待される。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM648 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM648／インターンシップ 

(Internship) 

担当者名 

（Instructor） 

池田 伸子(IKEDA NOBUKO) 

丸山 千歌(MARUYAMA CHIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1723 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

就業体験を通して、大学４年間の学びの先にあるキャリアプランを考えるとともに、異文化コミュニケーション学部での学びがどう

社会と結びついているのかを知る。教室での学びだけではなく、教室外での経験を通して、自分と社会とのつながりを意識するよ

うになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期中に履修者の選考及び事前研修を経て，夏季休暇中に各企業にインターンとして派遣する。派遣期間は 10 日～14 日。

秋学期に報告会を実施する。 

なお，本科目は秋学期履修登録科目であるが，履修希望者は４月中旬に始まるエントリー期間に履修申請すること。履修資格，

履修登録および全体スケジュール等の詳細については履修要項で必ず確認すること。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 説明会 

2. エントリーシート・課題レポートの提出  

3. 面接  

4. 事前研修（1）  

5. 事前研修（2） 

6. 各企業における実地研修（1）  

7. 各企業における実地研修（2）  

8. 各企業における実地研修（3）  

9. 各企業における実地研修（4）  

10. 各企業における実地研修（5）  

11. 各企業における実地研修（6）  

12. 各企業における実地研修（7）  

13. 事後報告会（1）  

14. 事後報告会（2）  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前研修での参加度(30%)/インターンシップ研修先の評価(40%)/事後報告会での報告内容(30%) 

成績は「合格」「不合格」のいずれかで評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１）事前、事後学習は各受講者が自発的に考え、発言することが求められる。特に事後学習では受講者一人一人がプレゼンテー

ションを実施するため、積極的な態度が求められる。 

２）各参加者のプレゼンテーションについては、次の回の授業でフィードバックを行う。 

３）連絡事項、資料の配付などは Blackboard を通して実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM649 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM649／グローバル・スタディーズ研究調査法 

(Research Methods in Global Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フィールドワークとエスノグラフィー 

担当者名 

（Instructor） 
二文字屋 脩(NIMONJIYA SHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 異なる文化的背景に生きる他者の理解を目指す文化人類学では、「フィールドワーク」を基本的な調査手法としてきた。一般的

に人類学では、参与観察とインタビュー調査を主軸とするフィールドワークを行い、そこで得られたデータに基づいて「エスノグラフ

ィー（民族誌）」を執筆することが基本的な作業とされる。 

 本講義では、文化人類学的フィールドワークについて理解を深めるとともに、履修者自らが教室の外に出かけ（フィールドワーク

をする）、そこで得られた知見に基づいて他者理解の試みる（エスノグラフィーを書く）。フィールドワークを自ら経験することで、フィ

ールドワークの難しさと面白さを学び、文化人類学的な調査研究の方法とその重要性について学ぶことを目標とする。  

 

授業の内容（Course Contents） 

 講義の前半では、文化人類学の歴史からフィールドワークという調査手法の内容とその意義について解説する。その上で、担

当教員がこれまでにおこなった調査研究の事例を示しながら、フィールドワークを通じてどのような他者理解を得ることができるの

かについて考える。 

 講義の後半では、各履修者が調査者となり、フィールドワークを経験する参加型の授業となる。フィールドワークの基本的な方

法と調査設問の立て方を実際に体験しながら学び、教室外でフィールドワークを実施し、データを分析し、成果をまとめ、発表す

る。そして最終授業日までに、調査結果をまとめたエスノグラフィー（最終レポート）を執筆して提出する。以上を通じて、「他者を

理解する」とは如何なることを意味するのか、フィールドワークを通じて得られる他者理解とはどのようなものかを履修者全員で考

えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

：担当教員の自己紹介と、講義の内容・目標・評価について説明する 

2. 文化人類学とフィールドワークの系譜  

：文化人類学の成立とフィールドワークの歴史について講義する 

3. フィールドワークという手法 

：量的調査と質的調査の違い、さらに調査方法の多様性について講義する 

4. フィールドワークの「難しさ」 

：調査される側の人権・調査する側の倫理、そしてインフォーマントとの関係について講義する 

5. フィールドワークの事例 

：ゲスト・スピーカーの話を聞く 

6. フィールドワークと民族誌を理解する 

：タイ北部・狩猟採集民ムラブリについて講義する 

7. フィールドワークの計画Ⅰ 

：調査テーマ・調査対象・調査地・調査方法の設定 

8. フィールドワークの計画Ⅱ 

：調査対象の下調べ（文献調査） 

9. 「他者」と出会う 

：フィールドワークの実施 

10. 「他者」を知るⅠ 

：データの整理と分析、および成果発表の準備 

11. 「他者」を知るⅡ 

：データの整理と分析、および成果発表の準備 

12. 「他者」を他者に伝えるⅠ 

：研究調査の成果発表 

13. 「他者」を他者に伝えるⅡ 

：研究調査の成果発表 

14. 総括と展望 

：「フィールドワークを通じた他者理解とは何か」をテーマとしたディスカッション 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で適宜指示する。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/プレゼンテーション(30%)/出席(30%) 

最終レポートとは、履修者が行ったフィールドワークの成果を文字に起こしたものを指す。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。必要なテキストは授業中に配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 菅原 和孝、2006、『フィールドワークへの挑戦：“実践”人類学入門』、世界思想社 (ISBN:978-4790711889) 

2. 藤田 結子・北村 文、2013、『現代エスノグラフィー: 新しいフィールドワークの理論と実践』、新曜社 (ISBN:978-4788513280) 

3. 佐藤郁哉、2006、『フィールドワーク：書を持って街へ出よう』、新曜社 (ISBN:978-4788510302) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 265 - 

■DM650 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
DM650／Special Topics in ICC A 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Leadership Communication 

担当者名 

（Instructor） 
ステファンス(STEFFENSMEIER T.) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3541 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

集中講義（6/4～6/15（土日を除く月～金）各日 6 限，6/9（土） 3～4 限, 6/16（土） 3～5

限) 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. Students will understand the theory and practice of adaptive leadership  

2. Students will develop communication competencies to engage in leadership challenges 

3. Students will explore notions of the common good through group discussion 

 

授業の内容（Course Contents） 

What shifts when we think of leadership as an act versus a person to be followed? Viewing acts of leadership foremost as 

communicative practices, this course focuses on how people can create change on challenges that call for an adaptive 

approach. Specifically, it introduces four primary leadership competencies that are rooted in various communicative practices 

and discusses alternate ways to conceptualize and practice civic leadership. The course also provides a space for the 

application of leadership concepts by engaging in a pedagogy that surfaces issues and dynamics inside the classroom to learn 

about leadership principles and competencies.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Diagnose the civic context 

2. Authority vs. Leadership 

3. Leadership is an activity / Exploring my bandwith 

4. Technical and Adaptive problems 

5. Diagnose Situation  (Asking effective questions) 

6. Diagnose Situation (Multiple interpretations) 

7. Manage Self  (Triggers, Strengths, Vulnerabilities) 

8. Manage Self (Choose among competing values) 

9. Energize Others (Create a trustworthy process) 

10. Energize Others (Create a trustworthy process) 

11. Intervene Skillfully (Regulate the heat) 

12. Intervene Skillfully (Speak from the heart) 

13. Exercising leadership from multiple positions  

14. Design leadership experiments 

15. Evaluate experiments / Accountability  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

The instructor will provide a handout with the assigned readings for each class that come from the two required books. Any 

additional handouts will be provided in class, or before class, if and when required. Formal class presentations are not required, 

but active engagement during group 

discussions and peer consultations is important.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Mid-term test(20%)/Essays(10%)/Active participation in all class activities and discussions(30%) 

80% or more attendance will be required to acquire course credits. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Heifetz, R.. 1998. <I>Leadership Without Easy Answers</I>. Harvard University Press (ISBN:0674518586) 

2. Chrislip, D. & O'Malley, E.. 2013. <I>For the Common Good: Redefining Civic Leadership</I>. KLC Press (ISBN:0988977702) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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The course students will contact the classroom number. 

The schedule can be changed according to course progression. 

 

注意事項（Notice） 
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■DM651 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM651／複合地域文化研究Ａ 

(General Area and Culture Studies A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
The American Short Story 

担当者名 

（Instructor） 
カズンズ，Ｓ．Ｄ．(COUSINS,STEVEN D.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3443 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The goal of this course is to learn how to read and interpret American short stories, and to consider how these stories reflect 

various themes of American culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will emphasize the close reading of American short stories. We will examine the fine details of each text, working 

together to understand the nuances of words and expressions, and to analyze basic story elements including plot, narrative 

voice, character, setting, theme, symbolism, and cultural references and allusions. We will read a wide range of works from such 

authors as Poe, Hemingway, Vonnegut, Bradbury, Malamud, Updike, Wolff, Tan, and O'Brien. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course orientation. "The House on Mango Street" by Sandra Cisneros 

2. "The Tell-Tale Heart" by Edgar Allan Poe 

3. "The Last Leaf" by O. Henry 

4. "Hills Like White Elephants" by Ernest Hemingway 

5. "Next Door" by Kurt Vonnegut 

6. "The Veldt" by Ray Bradbury 

7. "Spring Rain" by Bernard Malamud 

8. "A & P" by John Updike 

9. "Say Yes" by Tobias Wolff 

10. "Two Kinds" by Amy Tan 

11. "The Things They Carried" by Tim O'Brien  

12. "The Things They Carried" by Tim O'Brien (cont) 

13. Group presentations 

14. Final essay test  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

The instructor will provide the reading materials for each class. Students are required to read the story before class, to look up 

unfamiliar vocabulary, and to think about the meaning of the story on their own. Students will be required to write several 

reaction papers during the term about the stories read in class. In addition students will work together in groups to make an 

English oral presentation on a story of their choice. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and participation(30%)/Reaction papers and group presentation(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM655 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM655／芸術論Ｂ 

(Art Studies B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化的な枠組みとしての色彩と芸術 

担当者名 

（Instructor） 
黒岩 三恵(KUROIWA MIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

美術史学(特にイコノロジー）、社会史、文化研究、服飾研究、文化人類学を核とする学際的な色彩研究について知り、身近であ

るがゆえに特に意識することが少ない文化的な枠組みについて、色彩のケースを通じて意識的に関心を向ける方法について学

ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

長年独自の色彩研究を行ってきたフランスの歴史家パストゥロー他、下記テキストの項に掲げた研究者の著書の抜粋を読みなが

ら、色彩のとらえ方の多面性について学ぶ。美術作品、ポスターなどの商業的な視覚メディア、あるいは小説などの言語テクスト

における色彩の扱われ方などの具体例を解釈し、東洋と西洋、あるいは日本とフランスなど文化圏の比較を通じて当該文化圏の

特性について考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

色彩と色彩体系：バーリン＆ケイ『基本の色彩語 : 普遍性と進化について』(講読） 

2. 色彩と色彩体系：バーリン＆ケイ『基本の色彩語 : 普遍性と進化について』(講読と討論） 

3. 発表・ディスカッション：日本語にみる色彩語の進化（多言語との比較） 

4. M.Pastoureau, Red: The History of a Color (講読） 

5. M.Pastoureau, Red: The History of a Color (講読と討論） 

6. M.Pastoureau, Red: The History of a Color (講読と討論） 

7. M.パストゥロー『青の歴史』（講読） 

8. M.パストゥロー『青の歴史』（講読と討論） 

9. M.パストゥロー『青の歴史』（講読と討論） 

10. 発表・ディスカッション：red と赤、blue と青は同義か？色彩研究に見る比較文化 

11. J.ハーヴェイ『黒の文化史』（講読） 

12. J.ハーヴェイ『黒の文化史』（講読と討論） 

13. J.ハーヴェイ『黒の文化史』（講読と討論） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で使用するテクストは、コピーを配布するが、全員が事前に予習をしておくこと。 

色彩という個人の経験に多くを負う領域を扱うので、自分の色彩経験について発言できるようにしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/講読への参加度(30%)/作品解釈とディスカッション(20%)/発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. M. Pastoureau. 2017. <I>Red: The History of a Color</I>. Princeton University Press (ISBN:9780691172774) 

2. B.バーリン、P.ケイ、2016、『基本の色彩語 : 普遍性と進化について』、法政大学出版局 

3. ジョン・ハーヴェイ、2014、『黒の文化史』、東洋書林 (ISBN:9784887218185) 

4. M.パストゥロー、2005、『青の歴史』、筑摩書房 (ISBN:4480857818) 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊藤亜紀、2002、『色彩の廻廊：ルネサンス文芸における服飾表象について』、ありな書房 (ISBN:475660272X) 

その他の参考文献については、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DM660 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM660／人と移動研究 

(Human Migration Research) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「グローバル化」といった紋切型に頼らず、近代の世界がどのように人間を移動させてきたか冷静に見つめ直す姿勢を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「移動」が「問題」になるのは「境界線」が存在するからである。このことを具体的に確認した上で 19 世紀後半の大西洋世界を中

心に個別事例を採り上げ、考察を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自分にとっての「移動」とは 

2. 定住と遊動 

3. 国民国家というシステム（個人と国家） 

4. ｐｕｓｈ要因／ｐｕｌｌ要因 

5. 国民管理の方法 その１ 

6. 国民管理の方法 その２ 

7. 交通手段と移動 

8. 移民と植民 

9. 大西洋世界における移動 その１ 

10. 大西洋世界における移動 その２ 

11. 大西洋世界における移動 その３ 

12. 移動と暴力 

13. 人類史にとっての「移動」とは 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 グーグル検索ではなく自分の頭の中に地図を描く訓練。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤澤 房俊、1998、『「クオーレ」の時代』、ちくま学芸文庫 

2. ジョン・トービー、2008、『パスポートの発明』、法政大学出版局 

ほか適宜紹介。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 必要に応じ英語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語等の資料を使用する。既知の言語でなくても眺めてみようという気概を

求める。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM661 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM661／複合地域文化研究Ｂ 

(General Area and Culture Studies B) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな文化の交流や衝突，あるいは融合といった現象を具体例 に則して学び，説明することができる。文化の変容のあり方

を多角的 に理解し，自ら意見を述べることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

古今東西，移民，亡命者，旅行者など，複数の言語・文化を横断する書き手は少なくないし，今後もますます増えるだろう。この授

業では主としてフランス語圏に関わりのある作家が残したテクストを取り上げ，彼らがどのように異文化に接し，その中で自己と他

者を見つめ，作品を生み出してきたかを探る。クローデルは外交官として世界各地を移動しつづけ，1920 年代には駐日フランス

大使も務めた人。永井荷風は 1900 年代に銀行員としてリヨンに滞在している。異国に滞在するという経験が現在とはまったくち

がった意味合いをもっていた約 1 世紀前のフランス人と日本人が互いの国で見たものや感じたことをつづったテクストの読解を通

して，異文化交流の原点に立ち戻りたい。 

受講者数にもよるが，授業では可能な限りディスカッションを取り入れ，テクストの背景となる社会や歴史についての知識も共有し

ながら丁寧に講読していく。 フランス語の知識はとくに必要としない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ポール・クローデル『朝日の中の黒い鳥』（１） 

3. ポール・クローデル『朝日の中の黒い鳥』（２） 

4. ポール・クローデル『朝日の中の黒い鳥』（３） 

5. ポール・クローデル『朝日の中の黒い鳥』（４） 

6. ポール・クローデル『朝日の中の黒い鳥』（５） 

7. ポール・クローデル『朝日の中の黒い鳥』（６） 

8. 永井荷風『ふらんす物語』（１） 

9. 永井荷風『ふらんす物語』（２） 

10. 永井荷風『ふらんす物語』（３） 

11. 永井荷風『ふらんす物語』（４） 

12. 永井荷風『ふらんす物語』（５） 

13. 永井荷風『ふらんす物語』（６） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，毎回の授業で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への参加度（リアクションペーパーおよび発言）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 永井荷風、2009、『ふらんす物語』、新潮社 (ISBN:978-4-10-106901-2) 

クローデルについてはプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ポール・クローデル、2016、『朝日の中の黒い鳥』、講談社 (ISBN:4-06-158850-8) 

その他，授業時に指示するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

リアクションペーパーについては，次回授業開始時にフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM663 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM663／多文化共生特論 

(Topics in Multi/intercultural Issues) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな文化の並立する世界を認識し，文化の差異によってもたらされる現象を具体的に述べることができる。また，多元的で

異なる文化が互いに尊重されながら共生するための方策について，客観的に論じることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

少子高齢化やグローバル化が進む現代社会において，異なる文化を受け入れ，それらと共存していくことは，これまでになく重要

な課題となっている。日本も例外ではない。 

この授業では主としてカナダのケベック州に焦点を当て，そこで推進されている多元主義のモデルである「間文化主義（インターカ

ルチュラリズム）」の詳細な検討を通して，日本を含む他の社会への応用の可能性を探る。ケベックは北米の片隅に位置するフラ

ンス語圏という特殊な地域である。北米大陸においてもカナダ全体からみてもマイノリティでありながら，ケベック州内では約 8割

の住民がフランス語を母語とし，独自の文化・社会を築いてきた。しかし，ケベックの持続的発展のためには移民の受け入れが不

可欠である。ケベックでは，自分たちの社会の将来をどのように描こうとしているのか，その際必要な取り組みは何なのか，移民

たちはそこでどのような役割を担えるのか。20 世紀後半以降，さまざまな議論が戦わされてきた。授業では，ケベックの歴史を概

観したあと，いくつかのテクストを用いながら，「間文化主義」の諸相を言語政策やライシテ（政教分離），さらには移民によって書

かれた文学作品などにも注目しながら考察する。 

受講者数にもよるが，可能な限りディスカッションや質疑応答を取り入れながら授業を進めていく。 フランス語の知識はとくに必

要としない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 概略カナダの歴史 

3. 概略ケベックの歴史と社会 

4. 間文化主義（１） 

5. 間文化主義（２） 

6. 間文化主義（３） 

7. 間文化主義（４） 

8. 言語政策（１） 

9. 言語政策（２） 

10. ライシテ（１） 

11. ライシテ（２） 

12. 移民文学（１） 

13. 移民文学（２） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，毎回の授業で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への参加度（リアクションペーパーおよび発言）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. G・ブシャール／C・テイラー編、2011 年、『多文化社会ケベックの挑戦』、明石書店 (ISBN:SBN:978-4-7503-3448-6) 

2. G・ブシャール、2017 年、『間文化主義：多文化共生の新しい可能性』、彩流社 (ISBN:ISBN:978-4-7791-2431-0) 

3. キム・チュイ、2012 年、『小川』、彩流社 (ISBN:ISBN978-4-7791-1822-7) 

4. ダニー・ラフェリエール、2014年、『甘い漂流』、藤原書店 (ISBN:ISBN978-4-89434-985-8) 

「フランス語憲章」（1977 年） 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/C-11.pdf（フランス語版）, http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/pdf/cs/C-11.pdf（英語版） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

リアクションペーパーについては，次回授業開始時にフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 274 - 

■DM664 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM664／多文化共生特論 

(Topics in Multi/intercultural Issues) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人間共生の思考と実践のために 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 みゆき(HASHIMOTO MIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な人間が人間として共に生きることの価値を理解し、その実現の方法や実際的課題について、現実の社会生活・社会状況

に即して、具体的かつ建設的に思考することができる。これはすなわち、 異文化コミュニケーション学部生に求められる「文化や

言語の多様性を理解し、多様な他者とよりよい関係性を築き、ともに持続可能な未来に向けた取り組みを進めていく」実践能力を

形成するための土台作りといえる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

多文化共生は日本の比較的新しい政策用語となっているが、その両義性や難しさも見えてきた。前半の講義では、多文化共生

論議が活性化してきた議論の流れ、その前提となった在日外国人の状況や、いくつかの実践例および課題を概説する。人間の

共生は普遍的なテーマでもある。後半では、半世紀前の政治思想家アレントの提起にヒントを得て、共生の意義と条件を共に考

えてみたい。受講者も、人間社会の構成員として自らに引き付けて受け止め、考えを出し合ってほしい。多文化共生を、より内実

ある有効な概念に鍛えていこう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：多文化共生あるいは外国人住民政策とは 

2. 人の国際移動の世界史と在日外国人 

3. 日本における多文化共生関連政策・施策の展開 

4. 現状と実践（１）：在日外国人の就労と経済生活 

5. 現状と実践（２）：外国につながる子どもの言語と教育 

6. 現状と実践（３）：多文化ソーシャルワーク、NGO・NPO 

7. ゲスト講演：川崎市の実践例 

8. 多文化政策（１）：カナダそしてオーストラリアの多文化主義 

9. 多文化政策（２）：韓国の多文化家族支援 

10. 映像資料から考える（前編） 

11. 映像資料から考える（後編） 

12. 現状と実践（４）：ヘイト・スピーチ問題 

13. テーマ別ディスカッション 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・在日外国人や国内外の移民政策などに関する本やニュースに日頃から目を通し、社会全体の文脈に置いてみて捉え、そこで

のポイントを自分なりに考えてみるようにする｡ 

・参考文献を読む。昨年度「多文化共生論」を受講していない者は、移住労働者と連帯する全国ネットワーク『移住者が暮らしや

すい社会に変えていく 30 の方法』（合同出版、2013 年）を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業参加度(20%)/授業内提出物(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 総務省、2006、『地域における多文化共生推進プラン』、総務省 

検討対象資料として。入手方法は授業時に知らせる。 

テキストは特に使用せず、テーマごとにレジュメ、資料を配付する。 

 

 

参考文献（Readings） 

1. H.アレント、1965=1969、『イェルサレムのアイヒマン』、みすず書房 (4-622-02009-2 C1030) 

2. 岩渕功一編、2010、『多文化社会の〈文化〉を問う』、青弓社 (ISBN:978-4787233165) 

3. 近藤敦編、2011、『多文化共生政策へのアプローチ』、明石書店 (ISBN:9784750333366) 
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4. 外国人人権法連絡会、2016、『Q&Aヘイトスピーチ解消法』、現代人文社 (ISBN:978-4877986469) 

他は授業時に紹介する｡ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

取り上げる話題やゲストスピーカーの都合などにより、スケジュールを変更する可能性あり。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM673 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM673／国際協力・開発学特論 

(Topics in International Cooperation and Development) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
セックスの人類学 

担当者名 

（Instructor） 
奥野 克巳(OKUNO KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異文化におけるセックスをめぐる暴力や突飛な習慣は、私たちを戸惑わせる。はたして、性をめぐる文化は、「普遍主義な観点」

から捉えるべきか、あるいは「文化相対主義的な観点」から眺めるべきなのだろうか。その点について考えるために、本授業で

は、人間にとってセックスが持つ意味を、その起源にまで遡って考えることから始める。生物の進化および地球上の人類の諸社

会を尺度として、セックスについて考えてみる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、人類学からセックスに接近する。前半では、人間へといたる長い生物進化の道のりで、生きものの性の営みがどの

ようであったのか、またヒト以外の生きものとヒトの性はどのように同じで、どのように異なるのかを概説する。後半では、地球上

の諸社会の事例を取り上げて、セックスの多様なあり方や価値観について考えてみる。最後に、今日、国際社会において議論が

高まる他者のセックスをめぐる問題として「女子割礼」を取り上げて、普遍主義的な観点および文化相対主義的な観点の両面か

ら検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. セックスの人類学入門  

2. 性の起源と生き物の多様な性～セックスの生物学 

3. 発情と交尾のメカニズム～ヒトはなぜ発情徴候を失ったのか 

4. ハヌマンラングールにみる子殺しの行動学～動物行動の基本について考える 

5. ボノボは、ＧＧラビング、尻つけ、セックスで社会調節をす～ 子殺しを回避するメカニズム 

6. ヒトはなぜパンツをはくのか～栗本慎一郎の「パンツ理論」再検討 

7. セックスの比較文化考察からセックスの民族誌へ～性の文化人類学 

8. セックスと父性、その１～妊娠発覚後妊婦が「胎教」にいいため、複数の男とセックスするヴェネズエラ・バリ社会 

9. セックスと父性、その２～精液は妊娠とは関係ないと考えていたニューギニア東部・トロブリアンド諸島の母系社会 

10.  「儀礼的な」セックス～生殖でも欲望でもなく、災いが降りかからないために特別な性交が行われるケニア・ルオ社会 

11. 儀礼的同性愛～精液を飲み、充満させて、成長し、男になるニューギニア高地・サンビア社会 

12. 性器変工、その１～苦痛が快楽へと転じるペニス･ピンを用いるマレーシア・プナン社会 

13. 性器変工、その２～女性器の切除（FGM)か、女子割礼か？ 価値普遍主義と文化相対主義 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/出席および授業参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 奥野克巳・椎野若菜・竹ノ下祐二編、2009、『セックスの人類学』、春風社 (ISBN:978-4-86110-180-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM678 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／海外留学研修Ｃ２ 

(Overseas Study Program C2) 

担当者名 

（Instructor） 
カプリオ，Ｍ．Ｅ．(CAPRIO,MARK E.) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
１２単位(12 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2623 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次秋学期に英語・独語・仏語・西語・中国語・朝鮮語のいずれかの言語圏へ留学し，当該言語の運用能力の向上と異文化対

応能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1 年次春学期から国別説明会等を行い，準備を始める。1 年次秋学期に留学先大学を決定し，願書を提出する。2 年次春学期に

は，留学先として選択した言語圏の語学力強化科目（「CS3A-R」または「CS3B-R」）を受講し，同時に留学先別事前オリエンテー

ションなどに参加する。 

学部間協定校へ留学し、留学先の大学では，基準を満たしている場合にはアカデミックプログラム，満たしていない場合にはラン

ゲージプログラムに参加することができる。 

また，ホームステイや寮生活，現地の人々との交流などを通して留学先の文化を学ぶ。留学に向けてセミナー等を行う。これらの

スケジュールなどを下記の日時に説明するので，必ず出席すること。 

1 年次：4 月 12 日（木）3 限 (場所：D201 教室: CLP授業内) 

2 年次：4 月 17 日（火）6 限 (場所：M201 教室) 

必要な連絡は学部掲示板および V-Campus BLACKBOARD 等で行うため， 常に確認すること。SPIRIT Gmail も携帯電話に転送

するよう設定すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction & ガイダンス 1 

2. ガイダンス 2 

3. ガイダンス 3 

4. ガイダンス 4 

5. 体験学習 1 

6. 体験学習 2 

7. 体験学習 3 

8. 体験学習 4 

9. 体験学習 5 

10. 体験学習 6 

11. 体験学習 7 

12. 体験学習 8 

13. ふりかえり 1 

14. ふりかえり 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

留学先での履修科目(全タームで合格となることが必要)(45%)/外国語のレポート(15%)/留学先のベスト・ワーク(40%) 

2018 年度の留学の成績評価方法・基準については 2018 年度シラバスで確認すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

各派遣先大学で指定されたものを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

BLACKBOARD で指示する。 

シドニー大学への留学は海外留学研修 C１の評価基準で評価する。 
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注意事項（Notice） 
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■DM679 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／海外留学研修Ｃ１ 

(Overseas Study Program C1) 

担当者名 

（Instructor） 
カプリオ，Ｍ．Ｅ．(CAPRIO,MARK E.) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
１２単位(12 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2623 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次秋学期に英語・独語・仏語・西語・中国語・朝鮮語のいずれかの言語圏へ留学し，当該言語の運用能力の向上と異文化対

応能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1 年次春学期から国別説明会等を行い，準備を始める。1 年次秋学期に留学先大学を決定し，願書を提出する。2 年次春学期に

は，留学先として選択した言語圏の語学力強化科目（「CS3A-R」または「CS3B-R」）を受講し，同時に留学先別事前オリエンテー

ションなどに参加する。 

学部間協定校へ留学し、留学先の大学では，基準を満たしている場合にはアカデミックプログラム，満たしていない場合にはラン

ゲージプログラムに参加することができる。 

また，ホームステイや寮生活，現地の人々との交流などを通して留学先の文化を学ぶ。留学に向けてセミナー等を行う。これらの

スケジュールなどを下記の日時に説明するので，必ず出席すること。 

1 年次：4 月 12 日（木）3 限 (場所：D201 教室: CLP授業内) 

2 年次：4 月 17 日（火）6 限 (場所：M201 教室) 

必要な連絡は学部掲示板および V-Campus BLACKBOARD 等で行うため， 常に確認すること。SPIRIT Gmail も携帯電話に転送

するよう設定すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction & ガイダンス 1 

2. ガイダンス 2 

3. ガイダンス 3 

4. ガイダンス 4 

5. 体験学習 1 

6. 体験学習 2 

7. 体験学習 3 

8. 体験学習 4 

9. 体験学習 5 

10. 体験学習 6 

11. 体験学習 7 

12. 体験学習 8 

13. ふりかえり 1 

14. ふりかえり 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前準備への取り組み状況(30%)/週報(10%)/最終レポート(Final Report)(15%)/留学先での履修科目(全タームで合格となること

が必要)(45%) 

2018 年度の留学の成績評価方法・基準については 2018 年度シラバスで確認すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

各派遣先大学で指定されたものを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

BLACKBOARD で指示する。 
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注意事項（Notice） 
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■DM682 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM682／第１言語習得理論 

(Theories of First Language Acquisition) 

担当者名 

（Instructor） 
櫻井 千佳子（SAKURAI CHIKAKO） 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

子どもが言語を習得する過程とその特徴について理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人は生まれて数年で自然とことばが話せるようになるが，これはいかにして可能なのだろうか。言語習得についての基本的な理

論を踏まえたうえで，人がいかにしてことばを習得するのかを語彙，音声，統語，談話など各側面別に紹介し，実際のデータの分

析も加えながらその特徴を明らかにする。第二言語習得・外国語学習との相違点についても適宜触れていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 言語習得の理論―ことばの習得は生得的か？学習か？（１） 

3. 言語習得の理論―ことばの習得は生得的か？学習か？ （２） 

4. 音声認識の特徴と発音の規則性（１） 

5. 音声認識の特徴と発音の規則性（２） 

6. 語彙の急成長はいかに可能か（１） 

7. 語彙の急成長はいかに可能か（２） 

8. 文法の発達における普遍性と個別性（１） 

9. 文法の発達における普遍性と個別性（２） 

10. コミュニケーション能力の発達過程とメカニズム（１） 

11. コミュニケーション能力の発達過程とメカニズム（２） 

12. 読み書き能力の発達 

13. 二言語の同時習得は可能か 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席ならびに授業参加(グループワークのワークシートを含む）(30%)/中間課題(40%)/期末課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Peccei, J.S.. 2005. <I>Child Language: A Resource Book for Students.</I>. Routledge (ISBN:0415281032) 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩立志津夫・小椋たみ子編、2005、『よくわかる言語発達』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623043290) 

2. Ambridge, B. & Lieven, E.V.M.. 2011. <I> Child Language Acquisition---Contrasting Theoretical Approaches.</I>. Cambridge 

University Press (ISBN:0521745233) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 282 - 

■DM683 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM683／第２言語習得理論 

(Theories of Second Language Acquisition) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 里美(TAKAHASHI SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3143 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to provide a clear understanding of the mechanism of second language acquisition. We will look at major 

theories/models explaining second language acquisition and examine characteristics of learner language.  

 

授業の内容（Course Contents） 

In the former half of the semester, we will learn several major theories/models in second language acquisition research. In 

particular, special attention will be paid to examine the complexity theories and the usage-based model as they are currently 

considered as the theories that adequately account for various aspects of language development. In the latter half of the 

semester, we will look at some universal features of second language acquisition, which include developmental sequences and 

language transfer. We will also consider how individual difference factors, such as language aptitude and motivation, affect 

second language acquisition and learning. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Class Orientation 

2. Contrastive Analysis Hypothesis and Error Analysis 

3. Universal Grammar 

4. Monitor Model 

5. Cognitive Approach (1) 

6. Cognitive Approach (2) 

7. Mid-term In-class Test 

8. Cognitive Approach (3) 

9. Sociocultural Approach 

10. Universal Developmental Sequences 

11. Cross-linguistic Influences (Language Transfer) 

12. Individual Differences (1) 

13. Individual Differences (2) 

14. Final In-class Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(30%)/Mid-term in-class test(30%)/Final in-class test(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

The instructor will provide readings and handouts. 

 

参考文献（Readings） 

To be announced in the first class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Class form: This is a lecture course. At the instructor's discretion, however, students may be divided into some groups for 

discussions to promote better understanding of the lecture.  

 

Feedback on the assignments: Students will receive the instructor's feedback on the mid-term test in class. The feedback on 

the final test will be delivered via Blackboard. 

 

注意事項（Notice） 
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■DM686 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM686／外国語教育評価論 

(Measurement and Evaluation in Language Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語教育、言語テスト理論 

担当者名 

（Instructor） 
熊澤 孝昭(KUMAZAWA TAKAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3143 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語テストの実施目的，種類，開発，分析・評価についての基礎知識を修得するとともに，実際のテストデータを使用して，語学

教員として必要最低限の実践的な評価技能を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習者の語学能力を的確に測定・評価するために必要な理論と方法を学ぶ。まず，テストの目的とそれに応じたテストの種類に

ついて概観する。そして，テストの信頼性・信頼度・妥当性といった概念についての理解を深めるとともに，実践的なテスト作成も

試みる。さらに，実際のテストデータを使用し，エクセルなどを用いて統計的分析を行い，その解釈方法について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（シラバス説明など） 

2. テストの実施目的と種類について 

3. テストの採用，改良，開発について 

4. テスト項目について 

5. 相対評価に用いるテスト項目分析について 

6. 絶対評価に用いるテスト項目分析について 

7. テスト結果の表し方について 

8. テスト得点の解釈について 

9. テスト得点の相関性について 

10. 相対評価に用いるテスト得点の信頼性について 

11. 絶対評価に用いるテスト得点の信頼度について 

12. テストの妥当性について 

13. 総括 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/出席・参加度(30%)/課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Brown, J. D.著 和田稔訳、『言語テストの基礎知識』、大修館 (1998) 

 

参考文献（Readings） 

1. Brown, J. D.. 2005. <I>Testing in Language Programs</I>. McGraw-Hill 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM689 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM689／英語科教育研究 

(Studies in English Language Teaching) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

ドイツ、フィンランド、韓国と日本の英語の教科書との比較を通して、日本の英語教科書

の特徴と改善点を考える。 

担当者名 

（Instructor） 
鳥飼 慎一郎(TORIKAI SHINICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．日本の中学高校で使用されている英語の教科書とはどのようにしてできているのかが理解できる。 

２．ドイツ、フィンランド、韓国の英語の教科書はどのようなものなのかが理解できる。 

３．両者を比べてそれぞれの特徴や長所短所を批判的に考察できる。 

４．この授業で学んだことを盛り込んだ自分自身の教材を作成しそれを使って授業ができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の小中高で使用されている英語の教科書を徹底的に分析し、どのような構成になっているのか、どのように組み立てられて

いるのか、各シラバスの特徴は何かを理解する。その上で、現在のＥＵで大きな成功を収めているドイツの英語の教科書、教育レ

ベルの高さで注目されているフィンランドの英語の教科書、隣国韓国の英語の教科書と、日本の英語教科書を比較をし、語彙、

文法、題材、練習問題、英語の量、難易度、教科書構成などについて比較を行い、両者の特徴や長所短所について議論してゆ

く。最後に授業でやったことを基にして、自分なりの教材を作成し、それを使って授業を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の進め方、日本の英語教科書とドイツ、フィンランド、韓国の英語教科書の紹介、なぜ海外の英語の教科書と日本の

英語の教科書とを比較するのか、日本の学習指導要領と CEFR、日本の英語教科書の基本的な構成 

2. 題材とは何か、日本の英語の教科書ではどのような題材が用いられているのか、なぜそのような題材が取り上げられてい

るのか、ドイツ、フィンランド、韓国の英語の教科書ではどのような題材が取り上げられているのか。どのような視点からそ

れらの題材が取り上げられているのか 

3. 各国の英語教科書における題材の取り上げられ方の比較と考察 

4. 文法：日本の英語教科書ではどのような文法事項がとのような順番で提示され、どのように教えられているのか、ドイツ、フ

ィンランド、韓国の英語教科書ではどのような文法事項がどのような順番で紹介されているのか。国によって文法事項の提

示順や教え方がどのように異なっているのか 

5. 各国の英語教科書において取り上げられる文法事項とその配列はどうなっているのか、どう違っているのか 

6. 語彙： 日本の学習指導要領では、これまで何語くらいを取り上げるよう指導してきたか、どのような語彙が多く取り上げら

れてきたのか、海外の英語の教科書では、どのくらいの量の語彙が取り上げられているのか、語彙がどのように教科書内

で扱われているのか 

7. 各国の英語教科書において取り上げられている語彙の量と質の比較 

8. 練習問題： 練習問題とは何か、何のために練習問題があるのか、どのような練習問題があるのか、どれだけの練習問題

が教科書にはあるのだろうか、 タスクベーストな練習問題か、PPPの流れをくむ練習問題か 

9. 各国の英語教科書において、どのような練習問題が取り上げられているのか、その目的は何か、日本の教科書とはどう違

うのか、練習問題から見た各国の英語教育が目指す英語力とは何か 

10. 口頭発表の準備 

11. 各自の研究テーマに沿った研究発表 

12. 自分独自の教材作り 

13. 自分が作った教材で授業をしてみよう 

14. 自分が作った教材で授業をしてみよう 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

学外から講師を呼び公開講演会の開催を予定しています。出席すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/4 つの分析項目ごとのレポート(10%X4 回)(40%)/自分の教材を使った授業(15%)/口頭発表(15%) 

最終レポートは、自分が作った教材を使って行った授業で用いた教材、教師用資料、教案などを推敲して作成します。 

 

テキスト（Textbooks） 
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特になし 

 

参考文献（Readings） 

私の研究室にある歴代の日本の中学、高校の英語教科書、NHK の基礎英語のテキスト、ドイツ、フィンランド、韓国の英語教科

書を使って授業を行います。レポートや口頭発表、模擬授業、最終レポートもそれを使います。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

国内外から専門家を招聘して、公開講演会を予定しています。出席すること。 

 

教職を取っている人、将来英語の教員を目指している人、英語教育関係の会社の仕事に就きたい人、英語の教科書に興味のあ

る人、海外の英語教育に興味がある人、大学院を目指している人、日本の英語教育に疑問や不満を感じている人、ぜひ履修して

ください。新たな知見を得、学ぶことが多い授業です。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM690 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM690／日本語教授法Ａ 

(Teaching of Japanese as a Foreign Language A) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 千歌(MARUYAMA CHIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

外国語としての日本語の諸特性をふまえ，外国語としての日本語をどう効率的に教えていくかについての基礎を理解し，説明す

ることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「国語」ではなく，「外国語としての日本語」の効率的な考え方について考えていく。日本語教師になるために最低限必要な知識を

身につけるとともに，具体的な教授法分析，教材分析も行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業説明、日本語教育と国語教育、第１章 日本語教育の特色 

2. 日本語教育の特色、母語の学習と外国語教育 

3. 日本語教育の目標 

4. 日本語の音声の特徴とその指導 

5. 日本語の文法とその指導① 

6. 日本語の文法とその指導② 

7. 日本語の文法とその指導③ 

8. 日本語の文字とその指導、日本語の語彙とその指導 

9. ドリルの種類 

10. 外国語教授法のいろいろ① 

11. 外国語教授法のいろいろ② 

12. 日本語教育の歴史 

13. 日本語教育用教科書 

14. 振り返り・4 回目のテスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業への参加度(30%)/課題提出(30%)/数回のテスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材 

 

参考文献（Readings） 

1. 石田敏子、1996、『改訂新版 『日本語教授法』』、大修館書店 (ISBN:97-8-4-469-22107-7) 

2. 高見澤孟、2004、『新・はじめての日本語教育２ 日本語教授法入門』、アルク (ISBN:4-87217-515-8) 

3. 日本語教育学会編、1991、『日本語教育機関におけるコース・デザイン』、凡人社 (ISBN:4-89358-123-6) 

4. 日本語教育学会編、1995、『タスク日本語教授法』、凡人社 (ISBN:4-89358-323-9) 

5. 近藤安月子、2008、『日本語教師を目指す人のための日本語学入門』、研究社 (ISBN:978-4-327-38452-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM691 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM691／日本語教授法Ｂ 

(Teaching of Japanese as a Foreign Language B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国内外の日本語教育の現場で必要な実践力を身につけよう 

担当者名 

（Instructor） 
池田 伸子(IKEDA NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

外国語として日本語を教える現場にはどのような課題が存在するのかについて学び，実践的にその課題に取り組み，問題を解

決していく方法を知り，それが使えるようになる。また，近年増加している学習障害，特に言語理解に重大な問題を抱えるディスレ

クシアについて取りあげ，多様な学習者のニーズに対応する方法やストラテジーについて学び，実際に支援ができるようになる。

また、言語文化政策の観点から日本語教育についても考え、ソフトパワーとしての日本語教育について自分の言葉で語れるよう

になる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の日本語教育の現場では，現在，どのような問題が存在しているのかを，実例をあげながら紹介していく。さらに，参加者個

人個人が，その問題を解決する方法を模索し，みんなでそれを共有していきながら，実際に日本語教員になったときに，柔軟に

目の前の問題に対応していくことができる方法，教授ストラテジー，持つべき態度（attitude)などを身につけていく。同時に、言語

文化政策としての日本語教育についても他国の事例を挙げながら説明し、ソフトパワーとしての日本語教育の役割を紹介する。

実践的な対応力を身につけるため，講義だけでなく，シミュレーションやフィールドワークなどを積極的に取り入れて授業を展開す

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本語を教えるとはどういうことか。（様々な日本語教育の現場） 

2. 日本語教育の現場にはどのような問題があるのか。その１（海外） 

3. 日本語教育の現場にはどのような問題があるのか。その２（国内，教育機関） 

4. 日本語教育の現場にはどのような問題があるのか。その３（国内，児童） 

5. 日本語教育の現場にはどのような問題があるのか。その４（国内，教育機関外） 

6. 多様なニーズとは何か。学習者特性とは何か。 

7. 学習障害，発達障害を持つ学習者への対応。隔離か統合か。インクルーシブ教育か。 

8. 実際の教育１（4 技能の指導） 

9. 実際の教育２（教授ストラテジー） 

10. 実際の教育３（教師のビリーフと態度）KAP ＧＡＰ 

11. 実際の教育４（教室運営，多様性への対応，クラスルーム運営） 

12. 実際の教育５（学習者をどう評価するか） 

13. 言語文化政策：ソフトパワーとしての日本語教育 

14. 日本語教師の資質。教師の自己成長―成長する教師であるためには何が必要か。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

学期中に２つのテーマでプレゼンテーションを課す。与えられた課題に対して，自分独自の視点から取り組み，オリジナリティのあ

るプレゼンができるよう準備をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(35%)/プレゼンテーション（15％×２）(30%)/最終レポート(Final Report)(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。必要なものはクラスで配付する。 

 

参考文献（Readings） 

必要なものは授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、２回のプレゼンテーションを含め、シミュレーション活動、グループディスカッションなどを積極的に取り入れて実施す

る。受講者には、すべての活動に自発的かつ積極的に参加する態度が強く望まれる。パワーポイントを用いた講義も実施する
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が、原則として教師と学生、学生同士のインターアクションによって授業が成立する。 

プレゼンテーションやレポートについては、次回の授業でフィードバックを実施する。また、必要に応じてリアクションペーパーの提

出を求めるが、それに対しても次回の授業でフィードバックを実施する。 

また、レポートやプレゼンテーションの課題の周知や資料の配付は、すべて Blackboard を通して実施するため、受講者は毎回 

授業前に Blackboard を確認すること。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 289 - 

■DM692 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／日本語教育実習 

(Teaching Practicum-Japanese Language) 

担当者名 

（Instructor） 

丸山 千歌(MARUYAMA CHIKA) 

清水 知子(SHIMIZU TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
火曜：清水，金曜：丸山 

 

授業の目標（Course Objectives） 

具体的な学生のレベルを設定し，教案，教材作成を行う。参加者間の模擬授業を経て，実際の学生に授業を行い実践的教授ス

キルを身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

初級レベルの学習者を対象とした授業を実施するために，週 2回の授業を通して教案作成，教材作成，教室でのデモンストレー

ションを行い，最終的には実際の日本語学習者を学生として模擬授業を実施する。授業実施後は，ビデオ撮影された各自の授業

の様子についてフィードバックを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，実習グループ分け， 教科書分析① 

2. 教科書分析②，教案作成 

3. 各学生の教案を分析，検討①② 

4. 各学生の教案を分析，検討③，マイクロティーチング① 

5. マイクロティーチング②③ 

6. マイクロティーチング④，教室運営，学生とのインターアクション，ティーチャートーク① 

7. 振り返り①② 

8. 振り返り③，教室運営，学生とのインターアクション，ティーチャートーク② 

9. 各学生の教案を分析，検討①② 

10. 各学生の教案を分析，検討③，マイクロティーチング① 

11. マイクロティーチング②③ 

12. マイクロティーチング④、ふり返り① 

13. 振り返り②③ 

14. 日本語教育再考①② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(10%)/出席および参加度(10%)/教案作成(30%)/マイクロティーチング(20%)/実習(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. スリーエーネットワーク、2012、『みんなの日本語 初級Ⅰ 第２版 本冊』、スリーエーネットワーク (ISBN:978-4-88319-603-

6) 

上記テキストは 9 月 25 日の授業に持参すること。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・模擬授業は 10/27（土）・12/22（土）の午後に行うので，登録の際は両日とも参加可能であることを必ず確認すること。 

・模擬実習費用が 6000 円程度かかる。金額は模擬授業への協力学生の人数が確定した時点で伝える。 

・この科目を履修するためには「日本語教授法 A」「日本語教授法 B」を修得済みであることが必要である。 

・履修希望者には面接および選抜テストがある。履修希望者は 7 月 9 日（月）18 時 20 分からの面接・テストを受けること（場所は

履修要項を参照すること）。  

 

注意事項（Notice） 
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■DM698 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM698／言語政策論 

(Language Policy) 

担当者名 

（Instructor） 
高山 一郎(TAKAYAMA ICHIROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

世界各国の言語政策について調べ，その背景を理解し，言語と文化の関係について認識を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界には公用語としていくつかの言語を指定している国や，実際に複数の言語が使われている国などがある。これらの多言語使

用の現状を理解し，社会的・文化的背景を探る。また，移民や少数民族の言語に対する様々な政策を比較する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 世界の言語と系統 

2. 世界の文字 

3. リンガフランカとダイグロシア 

4. 言語政策とはなにか？ 

5. アジアの言語事情と言語政策 

6. ヨーロッパの言語事情と言語政策 

7. アフリカの言語事情と言語政策 

8. ＥＵの言語政策 

9. アメリカ合衆国とカナダの言語事情と言語政策 

10. 言語の消滅と言語維持運動 

11. 宗教，民族，アイデンティティと言語 

12. 言語に対する態度とコード・スイッチング 

13. バイリンガル教育 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(41%)/小テスト(20%)/ミニレポート(20%)/授業参加(19%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 町田健、2008、『言語世界地図』、新潮新書 

 

参考文献（Readings） 

1. 河原敏明編、『世界の言語政策１－３』、くろしお出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM699 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／海外留学研修Ｂ 

(Overseas Study Program B) 

担当者名 

（Instructor） 
カプリオ，Ｍ．Ｅ．(CAPRIO,MARK E.) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
１４単位(14 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2623 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次秋学期に英語・独語・仏語・西語・中国語・朝鮮語のいずれかの言語圏へ留学し，当該言語の運用能力の向上と異文化対

応能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1 年次春学期から国別説明会等を行い，準備を始める。1 年次秋学期に留学先大学を決定し，願書を提出する。2 年次春学期に

は，留学先として選択した言語圏の語学力強化科目（「CS3A-R」または「CS3B-R」）を受講し，同時に留学先別事前オリエンテー

ションなどに参加する。 

留学先の大学では，「海外留学研修 A」より長期のアカデミックおよびランゲージプログラムに参加することができる。 

また，ホームステイや寮生活，現地の人々との交流などを通して留学先の文化を学ぶ。留学に向けてセミナー等を行う。これらの

スケジュールなどを下記の日時に説明するので，必ず出席すること。 

1 年次：4 月 12 日（木）3 限 (場所：D201 教室: CLP授業内) 

2 年次：4 月 24 日（火）6 限 (場所：M201 教室) 

必要な連絡は学部掲示板および V-Campus BLACKBOARD 等で行うため， 常に確認すること。SPIRIT Gmail も携帯電話に転送

するよう設定すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction & ガイダンス 1 

2. ガイダンス 2 

3. ガイダンス 3 

4. ガイダンス 4 

5. 体験学習 1 

6. 体験学習 2 

7. 体験学習 3 

8. 体験学習 4 

9. 体験学習 5 

10. 体験学習 6 

11. 体験学習 7 

12. 体験学習 8 

13. ふりかえり 1 

14. ふりかえり 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前準備への取り組み状況(30%)/週報(10%)/最終レポート(Final Report)(15%)/留学先での履修科目(全タームで合格となること

が必要)(45%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各派遣先大学で指定されたものを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

BLACKBOARD で指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM700 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／海外留学研修Ａ 

(Overseas Study Program A) 

担当者名 

（Instructor） 
カプリオ，Ｍ．Ｅ．(CAPRIO,MARK E.) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
１２単位(12 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2623 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次秋学期に英語・独語・仏語・西語・中国語・朝鮮語のいずれかの言語圏へ留学し，当該言語の運用能力の向上と異文化対

応能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1 年次春学期から国別説明会等を行い，準備を始める。1 年次秋学期に留学先大学を決定し，願書を提出する。2 年次春学期に

は，留学先として選択した言語圏の語学力強化科目（「CS3A-R」または「CS3B-R」）を受講し，同時に留学先別事前オリエンテー

ションなどに参加する。 

留学先の大学では，基準を満たしている場合はアカデミックプログラムに参加することができる。語学力が一定の基準を満たして

いない場合はランゲージプログラムに参加することができる。 

また，ホームステイや寮生活，現地の人々との交流などを通して留学先の文化を学ぶ。留学に向けてセミナー等を行う。これらの

スケジュールなどを下記の日時に説明するので，必ず出席すること。 

1 年次：4 月 12 日（木）3 限 (場所：D201 教室: CLP授業内) 

2 年次：4 月 24 日（火）6 限 (場所：M201 教室) 

必要な連絡は学部掲示板および V-Campus BLACKBOARD 等で行うため， 常に確認すること。SPIRIT Gmail も携帯電話に転送

するよう設定すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction & ガイダンス 1 

2. ガイダンス 2 

3. ガイダンス 3 

4. ガイダンス 4 

5. 体験学習 1 

6. 体験学習 2 

7. 体験学習 3 

8. 体験学習 4 

9. 体験学習 5 

10. 体験学習 6 

11. 体験学習 7 

12. 体験学習 8 

13. ふりかえり 1 

14. ふりかえり 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前準備への取り組み状況(30%)/週報(10%)/最終レポート(Final Report)(15%)/留学先での履修科目(全タームで合格となること

が必要)(45%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各派遣先大学で指定されたものを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

BLACKBOARD で指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM701 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Advanced Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
森 聡美(MORI SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員：7 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の問題意識を学術的なテーマと結びつけることで「卒業研究」のテーマを設定することを目標と し、そのために必要な基礎

的な事項（研究方法な ど）を身につけるための授業を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習では、バイリンガルの言語発達と言語使用ならびに認知・心理・学習面の特徴、そしてその研究方法について学ぶ。具

体的には、こどもが二つの言語（語彙、文法等）をどのように習得するか、二つの言葉を実際の使用場面でどのように使い分けて

いるのか、二言語使用に伴う認知面ならびにアイデンティティ形成への影響についても扱う。主に英語で書かれた論文の講読な

らびにディスカッションを通して理解を深めた上で、各自がテーマを絞り、データ分析に基いた論文を書くプロセスを実践的に学

ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 情報検索の方法 

3. バイリンガル児の言語発達１ 

4. バイリンガル児の言語発達２ 

5. 中間報告（１） 

6. バイリンガルの言語使用１ 

7. バイリンガルの言語使用２ 

8. バイリンガルの認知能力１ 

9. バイリンガルの認知能力２ 

10. 中間報告（２） 

11. バイリンガル児のアイデンティティ形成１ 

12. バイリンガル児のアイデンティティ形成２ 

13. バイリンガル教育 

14. 研究計画案発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業参加(20%)/発表(20%)/中間課題(30%)/期末課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の詳細については、初回に配布されるシラバスを参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM702 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Advanced Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
カプリオ，Ｍ．Ｅ．(CAPRIO,MARK E.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員：7 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This seminar is designed to instruct participants in the basic tools of conducting research and writing a research paper. The 

primary approach will be history-based. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The weekly seminar will combine lecture, discussion, and student reports on research methodology. It will be conducted in 

either Japanese, English, or a combination of both depending on the talents of the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to research 

2. What is history? 

3. Primary and secondary sources 

4. Analyzing research: one example 

5. Student presentation on a research paper 

6. The value of sources  

7. The strengths and weaknesses of statistics  

8. Student bibliographies: the 100 source list 

9. Student reports on general survey book 

10. Topic formation I 

11. Topic formation 2 

12. Student reports and discussion on source 

13. Mini paper on topic 

14. Review of semester, preparation for Advanced Seminar 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Report(40%)/Seminar Assignments(30%)/Attendance and Participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook for this class 

 

参考文献（Readings） 

While I will assign several readings for all participants, the majority of readings will be selected by students. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM704 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Advanced Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
師岡 淳也(MOROOKA JUNYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員：7 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の問題意識を学術的なテーマと結びつけることで「卒業研究」のテーマを設定することを目標とし、そのために必要な基礎的

な事項（研究方法など）を身につけるための授業を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本専門演習の目的は、コミュニケーション研究の批判的アプローチを学ぶことにある。特にメディアにおける説得コミュニケーショ

ンをめぐる様々な問題を深く広く、さらに批判的に考え、討議することで、私たちが普段あまり意識せずに行っているコミュニケー

ションに対して自覚的に向きあい、実践できる力を養うことを目指す。また、４年次の卒業研究を視野にいれて、論文のテーマ選

び・調査・執筆・発表に必要となるスキルや知識についても学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コミュニケーションとは、説得とは、メディアとは 

2. コミュニケーション研究の３つのアプローチ 

3. 批判的アプローチの特徴 

4. 説得と倫理 

5. 説得と文化 

6. 説得と言語 

7. 説得と非言語 

8. 視覚的手段に基づく説得：ビジュアル･レトリック 

9. 事例研究１：政治演説 

10. 事例研究２：ニュース報道の説得的側面（「客観報道」というレトリック） 

11. 事例研究３：テレビ CM 

12. 事例研究４：説得のメディアとしての雑誌 

13. 事例研究５：説得のメディアとしての博物館 

14. 期末レポート発表会、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度･貢献度（レポートを除く各種提出物を含む）(50%)/中間レポート 1(10%)/中間レポート 2(10%)/期末レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業で指示する 

 

参考文献（Readings） 

1. Leslie, L. Z.. 2017. <I>Communication Research Methods in Postmodern Culture: A Revisionist Approach (2nd ed.) </>. 

Routledge (ISBN:978-1138294202) 

2. Dillard, J. P., & Lijian, S.. 2013. <I>The SAGE Handbook of Persuasion</I>. SAGE Publications (ISBN:978-1412983136) 

3. Palczewski, C. H., Ice, R., & Fritch, J.. 2012. <I>Rhetoric in Civic Life</I>. Strata (ISBN:978-1891136283) 

4. 池田理知子、2016、『日常から考えるコミュニケーション学：メディアを通して学ぶ』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4779510014) 

5. 藤田真文・岡井祟之（編）、2009、『プロセスが見えるメディア分析入門』、世界思想社 (ISBN:978-4790714057)</I> 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM706 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Advanced Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
イ，ヒャンジン(LEE,HYANGJIN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員：7 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の問題意識を学術的なテーマと結びつけることで｢卒業研究｣のテーマを設定することを目標とし、そのために必要な基礎的

な事項（研究方法など）を身につけるための授業を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では、映画が持つ様々な産業的基盤と社会的規範、製作環境、地域的特性を理解し、映画における人種や民族、ジェン

ダーとセクシュアリティをトランスナショナルな観点で分析し、各自の卒業研究テーマを探ることを目的とする。授業の内容は各自

の研究テーマを扱っている代表的な作品やジャンル、主な監督の作品が社会的マイノリティーのアイデンティティを再現するため

に使う特有な映画的方略と文化的意味を考察する。映像分析実践のためにフィルム・スタディーズの基本的な理論と方法論を学

習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の目的とキーワードの紹介 

2. プレゼンテーションとディスカッション： 理論と方法論 1 

3. プレゼンテーションとディスカッション： 文献調査 1 

4. プレゼンテーションとディスカッション： 映画分析 1 

5. プレゼンテーションとディスカッション： 理論と方法論 2 

6. プレゼンテーションとディスカッション： 文献調査 2 

7. プレゼンテーションとディスカッション： 映画分析 2 

8. プレゼンテーションとディスカッション： 理論と方法論 3 

9. プレゼンテーションとディスカッション： 文献調査 3 

10. プレゼンテーションとディスカッション： 映画分析 3 

11. プレゼンテーションとディスカッション： 理論と方法論 4 

12. 最終レポート発表 1 

13. 最終レポート発表 2 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業は学生自ら作品を選び、その作品をこれまで学習した知識に基づき、社会的・歴史的な解釈と政治、文化的含意に関して議

論する。 戦争と植民の記憶、移住、国際結婚、女性、青少年と貧困層などの問題を扱った作品を分析とディスカッションする。そ

れから作品の歴史的・社会的コンテクストを理解し、それが指示する意味を分析する。そして、ナショナル・シネマとトランスナショ

ナル・シネマ、またグローバル・シネマとは何かを考える。毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内に指示した課題物(30%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. イ・ヒャンジン、2018、『コリアン・シネマ：北朝鮮・韓国・トランスナショナル』、みすず書房 (ISBN:4622086646) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 297 - 

■DM707 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Advanced Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員：7 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の問題意識と関心を学術的なテーマに結びつけて「卒業研究」の方向性を見出すことを目標とし，そのために必要な基礎的

な知識と考え方を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

都市文化論の観点から現代社会が直面するグローバル化の諸問題を扱う。多様な文化が入り混じる場である都市が巨大化する

のはなぜか。近代都市が生み出した文化の多様性についての理解を深める一方で，近代化の過程で文化が蒙った変容につい

て，明治期日本の知識人の西欧体験などをもとに考察する。後半では 70 年代以降現在にいたる日本の都市文化論にも触れる

とともに，グローバル化の進む現在の日本社会の諸問題についても議論する。これらのテーマは講義科目「グローバル化と思

想」で紹介するので，履修者は同科目に出席することが望ましい。その上で本演習に参加し，関連する知識と考え方を深めて欲

しい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（演習の進行の確認と各回の担当者の決定） 

2. 近代化と都市文化 

3. 19 世紀以後のヨーロッパの重要な都市論 (1) 

4. 19 世紀以後のヨーロッパの重要な都市論 (2) 

5. 19 世紀以後のヨーロッパの重要な都市論 (3) 

6. 明治期の知識人の西欧体験 (1) 

7. 明治期の知識人の西欧体験 (2) 

8. 明治期の知識人の西欧体験 (3) 

9. 戦後日本の都市文化に関する諸研究 (1) 

10. 戦後日本の都市文化に関する諸研究 (2) 

11. 戦後日本の都市文化に関する諸研究 (3) 

12. 戦後日本の都市文化に関する諸研究 (4) 

13. グローバル化の引き起こす諸問題について 

14. 全体のまとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への貢献度(30%)/課題、および小テストなど(30%)/レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 町村敬志, 西澤晃彦著、2000 年、『都市の社会学』、有斐閣 

2. 吉見俊哉著、2008 年、『都市のドラマトゥルギー』、河出文庫 

3. ヴァルター・ベンヤミン著、1995 年、『近代の意味』、ちくま学芸文庫 

4. 前田愛著、1992 年、『都市空間のなかの文学』、ちくま学芸文庫 

5. 小熊英二著、2014 年、『平成史 増補新版』、河出書房新社 

その他，授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修者は講義科目「グローバル化と思想」にも出席することが望ましい。都市が抱える問題点とそこに生きる意味をとらえ直し，

表現は都市をどのようにとらえてきたか，文化はなにができるかを考える手がかりを得たい。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM708 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Advanced Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
高山 一郎(TAKAYAMA ICHIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員：7 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の問題意識を学術的なテーマと結びつけることで｢卒業研究｣のテーマを設定することを目標とし，そのために必要な基礎的

な事項（研究方法など）を身につけるための授業を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界には公用語としていくつかの言語を指定している国や，実際に複数の言語が使われている国などがある。これらの多言語使

用の現状を理解し，社会的・文化的背景を探る。また，移民や少数民族に対する様々な政策を比較する。さらに各国の外国語教

育政策についても扱う。 

今学期は地域別に言語状況を理解し，どのような思想が言語政策に反映しているかを探るが，その過程で言語政策という分野

の基本的な用語や概念を理解し，卒業研究につなげていく。履修者は基本的な文献や資料集（初回配付）を読み，数回の発表を

行う。その際は必ず英語論文も使用する。 

文献の探し方や記録の仕方，発表の仕方，研究の進め方なども具体的に学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス（中央主権国家の言語政策と地域言語） 

2. ベルギー，スイス（多言語国家の諸相１） 

3. インド，パキスタン，バングラディッシュ（多言語国家の諸相２） 

4. インドネシア，タンザニア（リンガフランカ） 

5. 中華人民共和国，台湾，韓国，日本（漢字と語彙） 

6. カタロニア，ケベック，フィンランド（少数派の力） 

7. トルコ，マグレブ諸国，トルコ（宗教と言語） 

8. ＥＵの言語政策と外国語教育政策 

9. アメリカ合衆国（移民の言語，バイリンガル教育，英語公用語運動） 

10. イスラエル，アイルランド（言語の復活と維持運動） 

11. シンガポール，南アフリカ（公用語政策） 

12. 日本１（地位計画，コーパス計画，外国語教育政策, 移民の言語教育政策） 

13. 日本２（地位計画，コーパス計画，外国語教育政策，移民の言語教育政策） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(30%)/最終レポート(30%)/授業参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

2018 年 7 月 30 日付変更（変更理由：指定したテキストが入手困難のため） 

【変更前】 

1.町田健 『言語世界地図』 新潮新書 2008 

2.田中克彦 『言葉と国家』 岩波新書 1981 

 

参考文献（Readings） 

1. 河原敏明編、『世界の言語政策１－３』、くろしお出版 

2. 大谷,他、2010、『EU の言語教育政策』、くろしお出版 

3. Spolsky. 2003. <I>Language Policy</I>. CUP 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DM709 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Advanced Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
星野 宏美(HOSHINO HIROMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員：7 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の問題意識を学術的なテーマと結びつけることで、｢卒業研究｣のテーマを設定することを目標とし，そのために必要な基礎

的な事項（研究方法など）を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

音楽を対象とした研究を志す者（ないしはそれに準ずる者）がそれぞれの関心や問題を持ち寄り，活発な意見交換の場とする。

各自のテーマに基づく発表を中心とし，顔ぶれによっては全体の統一テーマを設定する。日ごろ頭の中で考えている事柄を他者

に伝えるという作業を通して，自己と対象に新たに対峙し，考察を深める機会としたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テーマ設定の可能性 

2. ジャンル史（交響曲・オペラ・オラトリオ・ミサ曲・室内楽・オルガン曲の歴史など） 

3. 時代史（ドイツ・ロマン派の社会と音楽，女性と音楽，サロンと音楽など） 

4. 作曲家作品研究（メンデルスゾーンの作品に見られるバッハ受容など） 

5. 音楽美学（作品・演奏・聴取の関係など） 

6. 音楽理論（時代や地域，作曲家ごとの和声の特徴など） 

7. 資料研究（作曲家の自筆譜や書簡，演奏評などの分析など） 

8. 楽器学（楽器の構造，文化史的意味など） 

9. 演奏習慣研究（メサイアの編成と規模の変遷とこんにちの妥当性など） 

10. キリスト教音楽研究，讃美歌研究など 

11. 文献探索 

12. 資料探索 

13. 研究の方法 

14. 研究の目的 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

図書館所蔵の音楽事典類，AV コーナーの資料等を活用されたい。授業中に随時，具体的な活用法を紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当の発表および平常のディスカッション参加度(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM711 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Advanced Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 千歌(MARUYAMA CHIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員：7 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の問題意識を学術的なテーマと結びつけることで｢卒業研究｣のテーマを設定することを目標とし、そのために必要な基礎的

な事項（研究方法など）を身につけるための授業を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語教育と社会言語学の領域から、各自が特に関心を持つ資料を選定し、口頭発表とディスカッションを行い理解を深める一

方で、４年生による卒業研究の報告を共有し議論を行うことで、「卒業研究」で取り上げるテーマ設定を行うことを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業説明 

2. ４年生による報告① 

3. 発表① 

4. 発表② 

5. 発表③ 

6. ４年生による報告② 

7. ４年生による報告③ 

8. 発表④ 

9. 発表⑤ 

10. 発表⑥ 

11. 発表⑦ 

12. 卒業研究最終報告① 

13. 卒業研究最終報告② 

14. 卒業研究最終報告③ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席および参加度(30%)/口頭発表（数回）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM714 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Advanced Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員：7 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が選択した領域についてさらに深く主体的に学んでいくことで，卒業研究のテーマを絞り込んでいくことができる。  

 

授業の内容（Course Contents） 

専門演習１は、２つの内容で構成する。 

まず、卒業研究に向けて、どのようにテーマを見つけ、資料を探し、分析するのか。サンプルとして教員の専門である演劇学の方

法による東アジアの演劇・演芸・芸能に対する近年の研究成果を用いる。また、これを通じて、東アジアの演劇・演芸・芸能に対す

る基礎知識を得る（授業時には理解を助けるため, 映像などを活用する）。また、全員で観劇した作品を用いて各自の関心に基

づいた角度から資料集・分析を行う。 

次に履修生各自が個別テーマを設定し, 文献資料や映像資料などを用いてまとめ報告・発表を行い, ディスカッションを経て, 最

終レポートを作成する｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業の目的・方法・進め方・成績評価方法など） 

「芝居と演劇」 

2. 日本①演劇・芸能史からみる特性 

3. 日本② 近世までの興行・娯楽市場 

4. 日本③ 近代以降の興行・娯楽市場 

5. 個別テーマ①課題発表（１）＋ディスカッション 

6. 個別テーマ②課題発表（２）＋ディスカッション 

7. 個別テーマ③課題発表（３）＋ディスカッション 

8. 東アジアの演劇・芸能①中国・台湾・韓国 

9. 東アジアの演劇・芸能②東アジア文化圏としてみる特性 

10. 東アジアの演劇・芸能③娯楽市場における近代化とグローバル化 

11. 個別テーマ④課題発表（４）観劇した舞台を対象に、履修生各自の関心による分析 

12. 個別テーマ⑤課題発表（５）＋ディスカッション 

13. 個別テーマ⑥課題発表（６）＋ディスカッション 

14. 個別テーマ⑦課題発表（７）＋ディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、次回までの準備内容を教室で提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

準備学習に基づく授業への取り組み(30%)/課題発表（2 回）(40%)/ディスカッサントとしての参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じ，教室で適宜指示する。  

 

参考文献（Readings） 

必要に応じ，教室で適宜指示する。  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＊5,000 円前後のチケット代が必要になる。  

 

注意事項（Notice） 
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■DM716 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Advanced Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 里美(TAKAHASHI SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員：7 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の問題意識を学術的なテーマと結びつけることで｢卒業研究｣のテーマを設定することを目標とし，そのために必要な基礎的

な事項（研究方法など）を身につけるための授業を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

第二言語習得に関連するテーマで卒業研究を作成するための基礎的・発展的な知識を獲得し，卒業研究のテーマを決定する。

本演習では第二言語習得研究全般に関わる事項（母語転移や習得順序などの第二言語習得のメカニズム，学習者要因，教室

内での第二言語習得，中間言語語用論など）を取り上げ，これらの事項に関連する先行研究の分析を通して知識の深化を目指

すとともに，実証研究の成果検証の過程で的確なリサーチ・デザインの在り方について学んでいく。授業は，基本的に受講生によ

る先行研究の講読・発表および討議によって進めていく。なお，扱うトピックは受講生の学術的関心や基礎的知識の程度を考慮

して決めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文献研究：発表と討議（１） 

3. 文献研究：発表と討議（２） 

4. 文献研究：発表と討議（３） 

5. 文献研究：発表と討議（４） 

6. 文献研究：発表と討議（５） 

7. 文献研究：発表と討議（６） 

8. 文献研究：発表と討議（７） 

9. 文献研究：発表と討議（８） 

10. 文献研究：発表と討議（９） 

11. 文献研究：発表と討議（１０） 

12. 文献研究：発表と討議（１１） 

13. 文献研究：発表と討議（１２） 

14. 最終レポートについての発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/課題提出および口頭発表(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配付。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM718 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Advanced Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
石坂 浩一(ISHIZAKA KOICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員：7 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の問題意識を学術的なテーマと結びつけることで｢卒業研究｣のテーマを設定することを目標とし、そのために必要な基礎的

な事項（研究方法など）を身につけるための授業を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本を含め、南北朝鮮、中国、台湾を中心とした東アジアについて、映像や文化を通じて各地域の社会や文化、地域相互の関わ

りについて考察していく。映像を取組のきっかけにするが、各自が研究するテーマは必ずしも映像に関わるものでなくてもよい。ま

た、先輩たちの取り組みを参考にしていくこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ４年生卒業研究中間報告１ 

3. ４年生卒業研究中間報告２ 

4. 映像の視聴１ 

5. 発表と討論１ 

6. 映像の視聴２ 

7. 発表と討論２ 

8. 卒業研究報告１ 

9. 卒業研究報告２ 

10. 映像の視聴３ 

11. 発表と討論３ 

12. ３年生卒業研究初期構想発表１ 

13. ４年生卒業研究 評価と点検 

14. ３年生卒業研究初期構想発表２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(30%)/討論への参加度(40%)/まとめのレポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石坂浩一・福島みのり編、2014、『現代韓国を知るための６０章』、明石書店 (ISBN:9784750340821) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

朝鮮半島に関連した研究をする者はハングル検定 4 級以上の朝鮮語の語学力を、中国に関連した研究をする者は同水準の中

国語の語学力を備えていることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM719 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Advanced Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
池田 伸子(IKEDA NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員：7 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

参加者各自がどんな問題意識、どんな興味を持っているのかを探り、各自の問題意識を学術的なテーマと結びつけることで｢卒

業研究｣のテーマを設定することを目標とし、そのために必要な基礎的な事項（研究方法など）を身につけるための授業を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語教育に関する文献を数多く読むことにより、参加者がそれぞれ卒業研究のテーマを絞り込んでいく。毎回、分担して論文に

ついてのプレゼンテーション及びディスカッションを行い、学期中に２回、暫定的な卒業研究のプランを発表する。参加者は、自ら

が自分のテーマに関連する論文を探し、それについて他の参加者に説明することを求められる。また、レポートと論文の違いなど

についても、論文についてディスカッションをすることを通して身につけていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、分担決定など 

2. 論文１についてのプレゼンテーション及びディスカッション 

3. 論文２についてのプレゼンテーション及びディスカッション 

4. 論文３についてのプレゼンテーション及びディスカッション 

5. 論文４についてのプレゼンテーション及びディスカッション 

6. 論文５についてのプレゼンテーション及びディスカッション 

7. 卒業研究のプラン発表１ 

8. 論文６についてのプレゼンテーション及びディスカッション 

9. 論文７についてのプレゼンテーション及びディスカッション 

10. 論文８についてのプレゼンテーション及びディスカッション 

11. 論文９についてのプレゼンテーション及びディスカッション 

12. 論文 10についてのプレゼンテーション及びディスカッション 

13. 卒業研究のプラン発表２ 

14. まとめ、総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/論文プレゼンテーション(30%)/卒業研究プラン(30%)/参加度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１）授業は各受講者が主体となるディスカッションを通して行われるため、受講者は各自が自分のテーマについて自発的に調べ、

発表することが求められる。 

２）各参加者のプレゼンテーションについては、次の回の授業でフィードバックを行う。 

３）連絡事項、資料の配付などは Blackboard を通して実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM720 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Advanced Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
黒岩 三恵(KUROIWA MIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員：7 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

美術史の理論と方法を軸に、多様な視覚文化を研究する方法について基礎的な専門知識を養う。論文の購読ならびにディスカッ

ション、展覧会見学、個別の作品・作家の分析と発表を通じて修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

美術史・視覚文化研究の理論と方法、美術作品、作家を取り扱う文献を読み、専門用語や研究方法に親しみ、自ら選択した美術

作品や作家あるいは視覚的な人工物について専門的な分析や考察を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 資料講読（１）：美術史的な視点とは？・ヴィジュアル・スタディーズの視点とは？ 

3. 資料講読（2）：ウェブ上の資料による研究方法の事例 

4. 展覧会見学（１）：資料購読を応用した考察と討論 

5. 資料講読（３）：研究方法の事例 

6. 資料講読（４）：研究方法の事例 

7. 発表（１） 

8. 発表（２） 

9. オンラインデータ・ベースによる資料収集（テクストと画像） 

10. 展覧会見学（２）：出品作に関する研究方法の提案 

11. 課題に基づく自由討論（１） 

12. 課題に基づく自由討論（２） 

13. 発表（３） 

14. 発表（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

資料講読：演習では資料に基づくコメントや討論を行うため、事前の精読は必須である。 

展覧会見学では下調べ、見学、興味を引いた作品等についての発展的な自主学習が前提である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表 2 回(20%)/講読(20%)/課題に基づくディスカッション(20%)/展覧会見学（ディスカッション）

(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. マルシア・ポイントン、1995、『はじめての美術史 : ロンドン発 学生着』、スカイドア (ISBN:4915879259) 

2. J.A. ウォーカー、S.チャップリン、2001、『ヴィジュアル・カルチャー入門―美術史を超えるための方法論』、晃洋書房 

(ISBN:4771012547) 

3. J.バージャー、2013、『イメージ―視覚とメディア (ちくま学芸文庫)』、筑摩書房 (ISBN:4480095039) 

4. 若桑 みどり、1993、『絵画を読むーイコノロジー入門』、NHK出版 (ISBN:414001668X) 

5. 佐藤 康宏、2005、『講座日本美術史 (3) 図像の意味』、東京大学出版会 (ISBN:4130840835) 

その他、美術史、視覚文化、視覚に関連する文献を授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM721 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Advanced Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
松下 佳世(MATSUSHITA KAYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員：7 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学部におけるこれまでの学びやその過程で自分が抱いた問題意識を、学術研究としてまとめあげるために必要な考え方と方法

を身につけ、卒業研究のテーマを決定する 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は主に、卒業研究を実施するうえで必要となる基礎的な知識を身につけるための講義を行う。中間発表では、学生が興味を

持ったテーマを発表し、卒業研究として取り組むうえでの課題や、必要な作業について議論する。実際に書かれた論文の分析や

ディスカッション、現場見学などを通じて構想を具体化し、学期終盤にはそれぞれの学生が卒業研究の概要を発表してフィードバ

ックを受ける。学期末に卒業研究のテーマと実施方法についての最終レポートを提出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションと自己紹介 

2. 講義１：卒業研究とは 

3. 講義２：研究テーマの見つけ方 

4. 講義３：研究方法の選び方 

5. 講義４：資料の探し方 

6. 講義５：論文の構成と書き方 

7. 中間発表 

8. 先行研究の分析とディスカッション１ 

9. 先行研究の分析とディスカッション２ 

10. 現場見学１ 

11. 現場見学２ 

12. 学生による発表とフィードバック１ 

13. 学生による発表とフィードバック２ 

14. まとめと最終レポートの提出 

※ 授業の状況によって変更されることがある。  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への貢献(30%)/発表(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 白井利明・高橋一郎、2013、『よくわかる卒論の書き方』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623065723) 

必要に応じて、適宜資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石井 敏・久米 昭元 (編)、2005、『異文化コミュニケーション研究法―テーマの着想から論文の書き方まで 』、有斐閣 

(ISBN:4641183171) 

2. 鳥飼玖美子（編）、2013、『よくわかる翻訳通訳学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623067270) 

3. マンデイ, J.、2009、『翻訳学入門』、みすず書房 (ISBN:4622074559) 

4. ポェヒハッカー, F.、2008、『通訳学入門』、みすず書房 (ISBN:4622074125) 

5. 松下佳世、2016、『通訳になりたい！ ゼロからめざせる１０の道』、岩波書店 (ISBN:4005008305) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM725 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Advanced Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員：7 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 各自の問題意識を学術的なテーマと結びつけることで、「卒業研究」のテーマを設定することを目標とし、そのために必要な基礎

的な事項（研究方法など）を身につけるための授業を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 主として地域（文化）研究の見地から卒業研究を完成させたい学生向け。専ら国家あるいは近代を再検討するための手法と発

想とを磨く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介 

2. 資料の探し方 

3. 資料の集め方 

4. 資料の読み方 

5. 同上 

6. 同上 

7. 根拠の示し方 

8. 同上 

9. フィールド調査と文献利用 

10. 同上 

11. 立論の手法 

12. 同上 

13. 同上 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 自分の足で歩き自分の目で確かめる。本を読む。博物館・美術館へ足を運ぶ。映画館で映画を観る。性悪説に慣れる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回における貢献(33%)/テキスト担当部分の報告(33%)/期末レポート(34%) 

無断欠席者、報告放棄者は評価の対象としない（単位は認定されない）。 

 

テキスト（Textbooks） 

 プリント配付。受講者の関心により共通文献を後日指定することもあり得る。 

 

参考文献（Readings） 

 適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 卒業研究にスペイン語資料を利用する可能性のある学生には、スペイン語原典解読・解釈の訓練を積んでもらう。受講者の関

心によりポルトガル語、フランス語、英語の文献を使用することがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM726 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Advanced Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
佐竹 晶子(SATAKE AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員：7 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の問題意識を学術的なテーマと結びつけることで「卒業研究」のテーマを設定することを目標とし，そのために必要な基礎的

な事項（研究方法など）を身につけるための授業を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

演劇を研究するとはどういうことか，西欧の代表的戯曲を読みながら学ぶことを目的とする。人物，背景，作品構造など，文学的

観点からの分析だけではなく，上演した場合の舞台デザインや役者の声の出し方，動きなども考慮に入れて考察していきたい。

授業は英語で行うので，諸言語で書かれた作品も授業内のテキストは英語の翻訳を使う。一部を声に出して読み合わせもしてい

くが，作品全体を読むのは，和訳でも構わない。扱うのは，チェーホフ，イプセン，ブレヒト，ワイス，ロルカ，イオネスコ，ピンターの

作品などから，可能な進度で読めるだけをこなしていきたい。 

授業は各自が担当する一場面の筋の展開を説明した上で， 独自の分析を発表，それにもとづいて，全員でディスカッションをす

る形式をとる。こちらからは，わかりにくい台詞，簡単な時代背景・劇形式などの説明，作家の紹介などをできる範囲で加えるつも

りである。 

We will read representative modern European plays. The class will be conducted in English. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. How do we study drama? 

2. sample scene studies 

3. one-act play(1) 

4. one-act play(2) 

5. one-act play(3) 

6. a realist play reading: background and introduction 

7. a realist play reading Act 1 

8. a realist play reading Act 2 

9. a realist play reading Act 3 

10. a non-realist play reading: background and introduction 

11. a non-realist play reading (1) 

12. a non-realist play reading (2) 

13. a non-realist play reading (3) 

14. final presentation/ report consultation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加および課題(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント使用 

 

参考文献（Readings） 

授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM727 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Advanced Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
灘光 洋子(NADAMITSU YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員：7 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の問題意識を学術的なテーマと結びつけることで，「卒業研究」のテーマを設定することを目標とし，そのために必要な基礎

的な事項（研究方法など）を身につけるための授業を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

異文化コミュニケーション研究に関する文献を読み関心のあるテーマをより深く理解・考察することを目指す。また,自分たちの異

文化体験やその解釈を共有することで,理論だけでなく,感性面でのアンテナも鋭利に働くようなセッションとしたい。刷り込まれた

常識を批判的に見つめ直す機会となれば嬉しい。毎回，各自が担当する文献のポイントをまとめ,発表・討論する形で進める。授

業項目は進度状況と各自の関心に応じて変化する可能性がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 関心のあるテーマについて 

2. テーマに関連する文献の選択 

3. 異文化コミュニケーション研究とは？ 

4. 言語と異文化コミュニケーション 

5. 非言語と異文化コミュニケーション 

6. アイデンティティと異文化コミュニケーション 

7. ステレオタイプと異文化コミュニケーション 

8. 逸脱・スティグマと異文化コミュニケーション 

9. 異文化適応とは？ 

10. メディアと異文化コミュニケーション 

11. 多文化社会と異文化コミュニケーション 

12. 権力と異文化コミュニケーション 

13. 研究方法について 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加と貢献度・発表(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、文献を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「異文化コミュニケーション概論」を履修していることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM729 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Advanced Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員：7 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の問題意識を学術的なテーマと結びつけることで「卒業研究」のテーマを設定し，その完成のために必要な基礎的な事項

（研究方法など）を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

主としてフランス語圏（フランス，ケベック，北アフリカなど）の文化と社会に関連した素材（テクストや映像など）を取り上げ，そこか

らその社会のありよう，人々の価値観，芸術観などを，歴史を視野に入れながら抽出・分析する方法を学ぶ。 

フランス語圏地域は，フランス語をコミュニケーションや思考の道具にしている点で共通しているとはいえ，地理的にも歴史的にも

さまざまな違いがある。それらを比較検討することで自己を相対化し，異質なものや多様なものを評価する下地を築く。 

授業では，個人またはグループで調査・考察した成果を口頭発表し，討論する術を身につけるほか，卒業研究作成に向けてテー

マを絞る方法，資料調査の仕方，「書く」訓練なども行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. フランスの家族・ジェンダー・移民（１） 

3. フランスの家族・ジェンダー・移民（２） 

4. フランスの家族・ジェンダー・移民（３） 

5. フランスの家族・ジェンダー・移民（４） 

6. フランスの家族・ジェンダー・移民（５） 

7. ケベック社会と間文化主義（１） 

8. ケベック社会と間文化主義（２） 

9. ケベック社会と間文化主義（３） 

10. ケベック社会と間文化主義（４） 

11. マグレブ諸国（１） 

12. マグレブ諸国（２） 

13. マグレブ諸国（３） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は， 毎回の授業時に行う。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加度(40%)/授業時の発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 新倉俊一他、1997 年、『事典 [増補版]現代のフランス』、大修館書店 (ISBN-10: 4469051756) 

2. 小畑精和・竹中豊編著、2009年、『ケベックを知るための 54章』、明石書店 (ISBN-13: 978-4750329512) 

随時紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM731 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Advanced Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 正子(ISHII MASAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員：7 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の問題意識を学術的なテーマと結びつけることで、「卒業研究」のテーマを設定することを目標とする。そのために必要な基

礎的な事項（アカデミックスキル）を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この専門演習では、主に国際協力や紛争研究の分野で「卒業研究」を行う学生を対象に、問題設定と論文の組み立て方、先行

研究レビュー、研究・調査方法などの基礎を導入する。まずは論文の基本的な書き方を導入し、基礎文献講読、I、IIにおいて、問

題設定と当該問題に取り組む意義などを確認する。各自がそれぞれの研究テーマに沿って、問題設定と意義、先行研究レビュ

ー、研究・調査方法を発表し、議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 合同ゼミ 

2. 導入 

3. 講義 

4. 基礎文献講読 

5. 基礎文献講読 

6. 研究計画発表 

7. 研究計画発表 

8. 研究計画発表 

9. 講義 

10. 研究計画発表 

11. 研究計画発表 

12. 研究計画発表 

13. 合同ゼミ 

14. 合同ゼミ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基礎文献購読で指定された文献を読むこと。 

自分の研究テーマに関連する先行研究を読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/出席、課題発表(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画は履修者の数、関心によって変更する場合があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM732 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Advanced Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
奥野 克巳(OKUNO KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員：7 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の問題意識を学術的なテーマと結びつけることで、「卒業研究」のテーマを設定することを目標とし、そのために必要な基礎

的な事項（研究方法など）を身につけるための授業を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アニミズム、シャーマニズム、呪術、神話、仮面、儀礼、死と葬儀、人間と自然、動物、セックス、ジェンダー、贈与と交換、家族と

婚姻などの文化人類学が扱うトピックの中から各自でテーマを設定して、卒業研究を完成させたい学生のためのゼミ形式の授

業。レジメ発表の方法を身につけて、基本文献を輪読しながら、各自の卒業研究に結びつけていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入、授業内容の概説 

2. 個人研究計画の概要の発表 

3. 論文の読み方と書き方の解説 

4. 基本文献の輪読（１） 

5. 基本文献の輪読（２） 

6. 基本文献の輪読（３） 

7. 基本文献の輪読（４） 

8. 基本文献の輪読（５） 

9. 研究構想の発表（１） 

10. 研究構想の発表（２） 

11. 研究構想の発表（３） 

12. 研究構想の発表（４） 

13. 研究構想の発表（５） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と授業参加態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 奥野克巳・花渕馨也共編著、2011、『増補版 文化人類学のレッスン：フィールドからの出発』、学陽書房 (ISBN:978-

4313340213) 

2. 内堀基光・奥野克巳共編著、2014、『改訂新版文化人類学』、放送大学教育振興会 (ISBN:978-4595314766) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM733 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Advanced Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
浜崎 桂子(HAMAZAKI KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員：7 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は，教育課程「完成期」の科目である。各自が選択した領域についてさらに深く主体的に学んでいくことで，卒業研究の

テーマを絞り込んでいくことができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は，移民社会の多文化状況に関する論文を読み，ホスト社会の言語政策や文化政策がもつ意味と影響，移民の文化が生ま

れる状況，移住とジェンダーの問題について考察，議論する。以上をふまえて，後半は受講者が関心を持つ地域，国について，

いわゆる「マイノリティーの文化」の具体例について発表し，議論をする。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入１：移民社会と多文化状況  

2. 導入２：移民社会の言語，文化政策 

3. 論文１：担当者による発表と議論 1 

4. 論文１：担当者による発表と議論 2 

5. 論文１：担当者による発表と議論 3 

6. 論文１：担当者による発表と議論 4 

7. 文献の調べ方、レポートの書き方 1 

8. 文献の調べ方、レポートの書き方 2 

9. 発表：各自のテーマについて中間発表と議論 1 

10. 発表：各自のテーマについて中間発表と議論 2 

11. 発表：各自のテーマについて中間発表と議論 3 

12. 論文２：担当者による発表と議論 1 

13. 論文２：担当者による発表と議論 2 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の議論への積極的な参加(40%)/授業内での口頭発表(30%)/学期末のレポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回授業内で配付 

 

参考文献（Readings） 

1. S. カースルズ, M.J. ミラー、2011、『国際移民の時代』、名古屋大学出版会 (ISBN:9784815806552) 

ほか，適宜授業内で指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者による発表と議論を中心に授業を行う。発表に映像資料を用いることもある。また、発表などについては，随時授業内でフ

ィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM734 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Advanced Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 文也(ISHIKAWA FUMIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員：7 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の問題意識を学術的なテーマと結びつけることで「卒業研究」のテーマを設定することを目標とし，そのために必要な基礎的

な事項（研究方法など）を身につけるための授業をおこなう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ことばによってどのような「知」がどのようなプロセスに従って伝達されるかを明らかにする方法として「ディスクール分析」と「会話

分析」がある。「ディスクール分析」は主として 1960 年代にフランスで始められた分析方法であり，「会話分析」はアメリカで生ま

れ，その後フランスでも展開されているアプローチである。ともにことばを研究対象として相対化する研究方法であり，言語教育・

習得の分野にも導入され，外国語の授業内外においてことばによってことばに関係するどのような情報がどのようなプロセスによ

って伝達されるのかを明らかにするために用いられている。 

本専門演習では，「ディスクール」あるいは「会話分析」に関する基本的な知識の習得と基礎的分析能力の養成を目指し，日本

語，フランス語あるいは英語で書かれた文献あるいは複数の文献からの抜粋を精読するとともに，履修者自身にことばの使用あ

るいは言語教育・習得に関してテーマを設定してもらい，具体的な分析資料体を使ってそのテーマについての考察を実践してもら

う。この作業と並行して，卒業研究（論文）執筆のための準備作業をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「学術的知」の技法の説明 

3. 論文の書き方の説明 

4. テキストの輪読と報告（１） 

5. テキストの輪読と報告（２） 

6. テキストの輪読と報告（３） 

7. 卒業論文批判（１） 

8. 卒業論文批判（２） 

9. 研究計画書あるいは卒業論文の中間報告（１） 

10. 研究計画書あるいは卒業論文の中間報告（２） 

11. 研究計画書あるいは卒業論文の中間報告（３） 

12. 共同討議（１） 

13. 共同討議（２） 

14. まとめ、あるいは卒業論文の口頭審査 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回の授業で各回のための準備学習を指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/口頭発表(30%)/卒業研究（論文）の進捗(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業で決定する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に配付するプリントあるいはメイルの添付ファイルなどによって随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

通常の授業に加えて，研究計画書の作成のための個別指導と添削を主にメイルでおこなう。 

学生の報告あるいは提出物について，口頭あるいは筆記によってコメントする。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM751 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
森 聡美(MORI SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて研究計画を立て，先行研究の調査やデータの収集・整理など，卒業研究の成果物の作成をすすめ

ていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習では，バイリンガルの言語発達と言語使用ならびに認知・心理・学習面の特徴等の研究領域について扱う。前半では、

各自のテーマに即した先行研究を、理論的枠組みと構成を意識しながら読み、続いて研究方法について詳細を詰めていく。後半

はパイロットスタデイを実施した上で研究計画を調整し、論文執筆の準備を整えた上で、各自先行研究の章のドラフトを書き上げ

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、研究計画書の確認   

2. 先行研究（１） 

3. 先行研究（２） 

4. 先行研究（３） 

5. 先行研究（４） 

6. 研究方法（１） 

7. 研究方法（２） 

8. 研究方法（３） 

9. データ収集（パイロット）報告（１） 

10. データ収集（パイロット）報告（２） 

11. データ収集（パイロット）報告（３） 

12. 論文の書き方（１） 

13. 論文の書き方（２） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席ならびに授業参加度(30%)/中間課題(40%)/期末課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の詳細については, 初回に配布されるシラバスを参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM752 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
カプリオ，Ｍ．Ｅ．(CAPRIO,MARK E.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This seminar is designed to instruct participants in the basic tools of conducting research and writing a research paper. The 

primary approach will be history-based. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The weekly seminar will combine lecture, discussion, and student reports on research methodology. It will be conducted in 

either Japanese, English, or a combination of both depending on the talents of the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to research 

2. What is history? 

3. Primary and secondary sources 

4. Analyzing research: one example 

5. Student presentation on a research paper 

6. The value of sources  

7. The strengths and weaknesses of statistics  

8. Student bibliographies: the 100 source list 

9. Student reports on general survey book 

10. Topic formation I 

11. Topic formation 2 

12. Student reports and discussion on source 

13. Mini paper on topic 

14. Review of semester, preparation for Advanced Seminar 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Report(40%)/Seminar Assignments(30%)/Attendance and Participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook for this class 

 

参考文献（Readings） 

While I will assign several readings for all participants, the majority of readings will be selected by students. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM756 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
イ，ヒャンジン(LEE,HYANGJIN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて研究計画を立て、先行研究の調査やデータの収集・整理など、卒業研究の成果物の作成をすすめ

ていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、卒業研究に取り組むための映像分析実践を行う。専門演習 1 で決めた研究テーマに関連する参考文献と先行研究

をまとめる。テクスト分析の理論的・論理的基礎を固め、個別的作品が扱っている社会・歴史的背景とコンテクストの理解を深め

る。映像文法の分析を演習するためにビデオカメラで各自の研究テーマに合わせて＜日本社会における多文化主義とトランスナ

ショナリズム＞について約 3 分の分量の映像作品をグループ製作し、発表とディスカッションを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. テーマに関連する資料・実態調査（社会学的アプローチ）1 

3. テーマに関連する資料・実態調査（社会学的アプローチ）2 

4. テーマに関連する資料・実態調査（社会学的アプローチ）3 

5. 映画研究の文献調査と討議 1 

6. 映画研究の文献調査と討議 2 

7. 映画研究の文献調査と討議 3 

8. 映像作品の製作とワークショップ 1 

9. 映像作品の製作とワークショップ 2 

10. 映像作品の製作とワークショップ 3 

11. テクスト分析の方法と討議 1 

12. テクスト分析の方法と討議 2 

13. テクスト分析の方法と討議 3 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業は毎回学生自ら作品を選び、その作品をこれまで学習した知識に基づき、社会的・歴史的な解釈と政治、文化的含意に関し

て議論する。 戦争と植民の記憶、移住、国際結婚、女性、青少年と貧困層などの問題を扱った作品を分析し、ディスカッションす

る。それから作品の歴史的・社会的コンテクストを理解し、それが指示する意味を分析する。そして、 ナショナル・シネマとトランス

ナショナル・シネマ、またグローバル・シネマとは何かを考える。毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内に指示した課題物(30%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. イ・ヒャンジン、2018、『コリアン・シネマ：北朝鮮・韓国・トランスナショナル』、みすず書房 (ISBN:4622086646) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM758 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
高山 一郎(TAKAYAMA ICHIROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自らが設定したテーマについて研究計画を立て、先行研究の調査やデータの収集・整理など、卒業論文の作成をすすめていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

言語政策の論文を全員で読むと同時に、各自のテーマに関する論文について発表を行う。テーマに関係する小論文を完成させ、

それについてお互いに批評しあう。また、教員のレクチャーを通じて、この分野の基本的な知識を獲得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 発表１ 

3. 発表２ 

4. 文献を読む１ 

5. 文献を読む２ 

6. レクチャー１ 

7. レクチャー２ 

8. 文献発表１ 

9. 文献発表２ 

10. 文献発表３ 

11. 小論文提出 

12. ピアレビュー１ 

13. ピアレビュー２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(30%)/授業参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM759 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
星野 宏美(HOSHINO HIROMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の問題意識を学術的なテーマと結びつけることで、｢卒業研究｣のテーマを設定することを目標とし，そのために必要な基礎

的な事項（研究方法など）を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

音楽を対象とした研究を志す者（ないしはそれに準ずる者）がそれぞれの関心や問題を持ち寄り，活発な意見交換の場とする。

各自のテーマに基づく発表を中心とし，顔ぶれによっては全体の統一テーマを設定する。日ごろ頭の中で考えている事柄を他者

に伝えるという作業を通して，自己と対象に新たに対峙し，考察を深める機会としたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テーマ設定の可能性 

2. ジャンル史（交響曲・オペラ・オラトリオ・ミサ曲・室内楽・オルガン曲の歴史など） 

3. 時代史（ドイツ・ロマン派の社会と音楽，女性と音楽，サロンと音楽など） 

4. 作曲家作品研究（メンデルスゾーンの作品に見られるバッハ受容など） 

5. 音楽美学（作品・演奏・聴取の関係など） 

6. 音楽理論（時代や地域，作曲家ごとの和声の特徴など） 

7. 資料研究（作曲家の自筆譜や書簡，演奏評などの分析など） 

8. 楽器学（楽器の構造，文化史的意味など） 

9. 演奏習慣研究（メサイアの編成と規模の変遷とこんにちの妥当性など） 

10. キリスト教音楽研究，讃美歌研究など 

11. 文献探索 

12. 資料探索 

13. 研究の方法 

14. 研究の目的 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

図書館所蔵の音楽事典類，AV コーナーの資料等を活用されたい。授業中に随時，具体的な活用法を紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当の発表および平常のディスカッション参加度(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM761 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 千歌(MARUYAMA CHIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて研究計画を立て、先行研究の調査やデータの収集・整理など、卒業研究の成果物の作成をすすめ

ていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業研究を作成するための基礎的事項を学習する。日本語教育と社会言語学の領域から、各自が選定した卒業論文のテーマに

ついて、具体的にどのように論文のテーマとして絞り込んでいくか、テーマ決定から完成までどのようにデータ収集や調査、制作

に取り組めばよいのかなどのことをひとつひとつ丁寧に指導していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 研究手法１ 

3. 研究手法２ 

4. 研究調査方法１ 

5. 研究調査方法２ 

6. 研究テーマ策定１ 

7. 研究テーマ策定２ 

8. 文献研究と討議１ 

9. 文献研究と討議２ 

10. 文献研究と討議３ 

11. 文献研究と討議４ 

12. 発表１ 

13. 発表２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と参加(40%)/課題と発表(30%)/期末課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM763 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
カズンズ，Ｓ．Ｄ．(COUSINS,STEVEN D.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて研究計画を立て，先行研究の調査やデータの収集・整理など，卒業研究の成果物の作成をすすめ

ていく｡  

 

授業の内容（Course Contents） 

One way to understand the cultural nature of communication is to look at psychological problems or disturbances in which 

normal modes of communication have broken down. In this class we will focus on normal-range problems such as social-

networking addiction, child abuse, domestic violence, and alcoholism. We will also focus on the topics each student is 

investigating for their graduation thesis. Students are expected to participate actively in class discussion and to help each other 

develop and refine their research projects.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and orientation 

2. Social-networking addiction: Reading and discussion 

3. Child abuse: Reading and discussion 

4. Domestic violence: Reading and discussion 

5. Alcoholism: Reading and discussion 

6. Depression: Reading and discussion 

7. Senior thesis basics: Thesis statement and outline 

8. Senior thesis basics: Research materials and data collection 

9. Student-led discussion: Senior thesis topic 1 

10. Student-led discussion: Senior thesis topic 2  

11. Student-led discussion: Senior thesis topic 3  

12. Student-led discussion: Senior thesis topic 4  

13. Senior thesis review: Group discussion and analysis  

14. Final course review  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

The teacher will provide readings related to each week's topic. Students are required to read these materials and be prepared 

to discuss them in class. In addition students will begin gathering materials for their graduation thesis, as well as develop a 

detailed outline of the thesis and begin writing.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and participation(30%)/Classwork and homework(40%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM764 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて研究計画を立て、先行研究の調査やデータの収集・整理など、卒業研究の成果物の作成をすすめ

ていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

専門演習１で身に付けた基礎知識と研究方法に基づき、各自が抱いた興味や関心、問題意識を発展させて卒業研究のテーマを

確定し、卒業研究としてまとめるための土台をつくる。各自のテーマに応じて、関連する基礎的資料・情報を収集し、整理・分析・

思考を重ねていく。授業は各自の進捗状況の報告とディスカッションを中心とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 卒業研究でやりたいこと① 

3. 卒業研究でやりたいこと② 

4. 卒業研究テーマと構想① 

5. 卒業研究テーマと構想② 

6. 報告①先行研究の解題 

7. 報告②先行研究の解題 

8. 報告③先行研究の解題 

9. 報告④関連資料とデータの整理・分析 

10. 報告⑤関連資料とデータの整理・分析 

11. 報告⑥関連資料とデータの整理・分析 

12. 報告⑦中間報告―卒業研究の構想と計画 

13. 報告⑧中間報告―卒業研究の構想と計画 

14. 報告⑨中間報告―卒業研究の構想と計画 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(50%)/課題(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各自のテーマに拠り、適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

各自のテーマに拠り、適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM766 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 里美(TAKAHASHI SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて研究計画を立て，先行研究の調査やデータの収集・整理など，卒業研究の成果物の作成をすすめ

ていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習は２部構成とし，学期の前半は毎回自らのテーマに直接関連した先行研究についての論評を発表するとともに，リサーチ・

デザインの最終案に向けてクラス全体でブレインストーミングをしていく。また，この文献研究と併行して，論文の形式や引用の仕

方など，学術論文の書き方についても学んでいく。学期の後半は基本的に個別指導とし，受講生は各自研究計画に基づき調査

を実践する。学期末には，その時点での卒業研究の成果について中間発表を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文献研究：発表と討議（１） 

3. 文献研究：発表と討議（２） 

4. 文献研究：発表と討議（３） 

5. 文献研究：発表と討議（４） 

6. 文献研究：発表と討議（５） 

7. 討議と論文指導（１） 

8. 討議と論文指導（２） 

9. 討議と論文指導（３） 

10. 討議と論文指導（４） 

11. 討議と論文指導（５） 

12. 討議と論文指導（６） 

13. 討議と論文指導（７） 

14. 春学期卒業研究中間発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/課題提出および口頭発表(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM768 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
石坂 浩一(ISHIZAKA KOICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて研究計画を立て、先行研究の調査やデータの収集・整理など、卒業研究の成果物の作成をすすめ

ていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本を含め、東北アジアを中心に、映像を通じて各地域の社会や文化、地域相互のかかわりについて考察していく。各自の初期

構想発表を調査・発展させて、その先行研究を調べたり資料を集めたりしながら、方向性を見定めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 卒業研究構想発表１ 

3. 卒業研究構想発表２ 

4. 卒業研究構想発表３ 

5. テーマに関するレクチャーと討論１ 

6. テーマに関するレクチャーと討論２ 

7. 先行研究・資料収集報告１ 

8. 先行研究・資料収集報告２ 

9. 先行研究・資料収集報告３ 

10. テーマに関するレクチャーと討論３ 

11. テーマに関するレクチャーと討論４ 

12. 春学期 研究のまとめ１ 

13. 春学期 研究のまとめ２ 

14. 春学期 研究のまとめ３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/討論への参加度(40%)/まとめのレポート 3200 字前後(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

朝鮮半島に関連した研究をする者はハングル検定 4 級以上の朝鮮語の語学力を、中国に関連した研究をする者は同水準の中

国語の語学力を備えていることが望ましい。   

 

注意事項（Notice） 
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■DM769 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
池田 伸子(IKEDA NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて具体的に研究計画を立て、先行研究の調査やデータの収集・整理など、卒業研究の成果物の作成

をすすめていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加者それぞれが、各自選択したテーマにそって、卒業研究の完成を目指す。まず、どのようなタイムスケジュールで何をどこま

で完成させるのか、どのような方法を用いて結論を導きだすのかなどについての具体的な研究計画を立てる。また、論文の形式

や引用の仕方など、学術的論文の書き方、研究上の倫理についても学んでいく。毎回の授業は、参加者それぞれが進めた卒業

研究の進捗を報告し、それにコメントする形で進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、進め方について。 

2. 発表１および質疑応答、ディスカッション 

3. 発表２および質疑応答、ディスカッション 

4. 発表３および質疑応答、ディスカッション 

5. 発表４および質疑応答、ディスカッション 

6. 発表５および質疑応答、ディスカッション 

7. 発表６および質疑応答、ディスカッション 

8. 学術論文の構成、引用の仕方などについて 

9. 発表７および質疑応答、ディスカッション 

10. 発表８および質疑応答、ディスカッション 

11. 発表９および質疑応答、ディスカッション 

12. 発表 10および質疑応答、ディスカッション 

13. 発表 11および質疑応答、ディスカッション 

14. まとめ、総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/卒業研究報告 1(20%)/卒業研究報告２(20%)/参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１）授業は各受講者が主体となるディスカッションを通して行われるため、受講者は各自が自分のテーマについて自発的に調べ、

発表することが求められる。 

２）各参加者のプレゼンテーションについては、次の回の授業でフィードバックを行う。 

３）連絡事項、資料の配付などは Blackboard を通して実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM770 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
黒岩 三恵(KUROIWA MIE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

引き続き、美術史、視覚文化研究、視覚論などの領域における知識を深めながら、夏休み前に各自が自分の卒業研究の主題を

決定できることを目標に、トピックの発見、資料の見つけ方、文献等の読み方などについて実践的な研究方法の習得をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この専門演習は、専門演習１の延長上にあるが、個々の学生がより主体的に自分の研究テーマを決定し、そのプレゼンテーショ

ン、討論を含めた複合的な研究活動のプロセスを経て、成果物の作成を進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 資料講読と討論（１）：オンラインデータベースの活用 文献資料編 

3. 資料講読と討論（２）：オンラインデータベースの活用 美術館・博物館のコレクション・データベース 

4. 展覧会見学とディスカッション（１） 

5. 視覚資料分析と討論（１） 

6. 視覚資料分析と討論（２） 

7. 発表（１） 

8. 発表（２） 

9. 発表（３） 

10. 展覧会見学とディスカッション（２） 

11. 各自の文献資料一覧・作品一覧報告（１） 

12. 各自の文献資料一覧・作品一覧報告（２） 

13. 各自の文献資料一覧・作品一覧報告（３） 

14. 総括と夏季休暇中の課題の作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

各自の計画に沿った活動の比重が高いことを認識し、美術作品の観覧や文献・画像資料収集に当たっては自分の足を使った活

動を心がけること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/文献講読(20%)/視覚資料分析と討論(20%)/発表(10%)/展覧会見学とディスカッション(10%)/各自

の文献資料一覧・作品一覧報告(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

履修者の関心の分野を踏まえて、雑誌論文や一次文献資料、美術作品データベースによる画像・作品検索などに関連する資料

の紹介を随時行ってゆく予定である。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM771 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
松下 佳世(MATSUSHITA KAYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて研究計画を立て、先行研究の調査やデータの収集・整理など、卒業研究の成果物の作成をすすめ

ていく。学期末の段階で、基礎的な調査を終え、研究に必要な材料が全て揃っている状態を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業研究を形にするための具体的な事項を学習する。各自の問題意識をどのように卒業研究のテーマに結びつけていくのか、

卒業までの期間で実施可能な研究とはどのようなものなのか、テーマやリサーチクエスチョンを設定してから成果物の完成までど

のようなデータ収集や調査にとりくめばよいのかなどを議論し、卒業研究の骨格づくりを進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 各自の研究テーマの再確認 

3. 研究計画の再検討と修正 

4. 研究の実施と進捗状況の報告１ 

5. 研究の実施と進捗状況の報告２ 

6. 研究の実施と進捗状況の報告３ 

7. 中間発表 

8. 研究の実施と進捗状況の報告４ 

9. 研究の実施と進捗状況の報告５ 

10. 研究の実施と進捗状況の報告６ 

11. 研究の実施と進捗状況の報告７ 

12. 最終発表１ 

13. 最終発表２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への貢献(30%)/発表(30%)/研究の中間報告書(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 白井利明・高橋一郎、2013、『よくわかる卒論の書き方』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623065723) 

必要に応じて適宜通知・配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. マンデイ, J. 著、2009、『翻訳学入門』、みすず書房 (ISBN:4622074559) 

2. ポェヒハッカー, F. 著、2008、『通訳学入門』、みすず書房 (ISBN:4622074125) 

3. ピム, A. 著、2010、『翻訳理論の探求』、みすず書房 (ISBN:4622075180) 

4. 石井 敏・久米 昭元 (編)、2005、『異文化コミュニケーション研究法―テーマの着想から論文の書き方まで 』、有斐閣 

(ISBN:4641183171) 

5. 鳥飼玖美子編著、2013、『よくわかる翻訳通訳学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623067270) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM773 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 有香(YAMAMOTO YUKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の問題意識を学術的なテーマと結びつけることで｢卒業研究｣のテーマを設定することを目標とし､ そのために必要な基礎的

な事項 (研究方法など) を身につけるための授業を行う｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習では､ 第二言語 (英語) 語彙習得研究に関連したテーマで卒業研究の課題を作成していく。専門演習１で設定した研究

テーマを絞り、先行研究を批判的に読み進め、文献研究をまとめる。リサーチプランを組み立てパイロットスタディを実施する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（研究計画書の確認）  

2. リサーチとは何か、外国語教育の研究とは  

3. 先行研究についてのディスカッション（１）  

4. 先行研究についてのディスカッション（２） 

5. 研究課題、研究目的、リサーチの計画や仮説を立てる  

6. 卒業研究題目届の提出 

7. 先行研究のまとめ提出・修正  

8. リサーチデザイン、プラン作成方法  

9. データとデータ収集の方法 

10. パイロットスタディ報告  

11. パイロットスタディ報告（２） 

12. データ分析の方法  

13. パイロットスタディのまとめ提出・修正  

14. 卒業研究中間発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業期間外（予習・復習など）の学習については毎回の授業で指示する  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業参加(30%)/パイロットスタディ報告(40%)/卒業研究中間発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配付する｡  

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM775 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 自ら設定したテーマについて研究計画を立て、先行研究の調査やデータの収集・整理など、卒業研究の成果物の作成をすすめ

ていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 主として地域（文化）研究の見地から卒業研究のテーマを確定させ、これに関する文献研究や調査を進め、内容を具体的に掘り

下げるべく発表と討議を重ねる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春休み中の成果紹介 

2. テーマの提案と検討１ 

3. テーマの提案と検討２ 

4. テーマの提案と検討３ 

5. 文献リスト素案の検討１ 

6. 文献リスト素案の検討２ 

7. 執筆計画の検討 

8. 各自の報告と討論（その一）１ 

9. 各自の報告と討論（その一）２ 

10. 各自の報告と討論（その一）３ 

11. 各自の報告と討論（その二）１ 

12. 各自の報告と討論（その二）２ 

13. 各自の報告と討論（その二）３ 

14. まとめと夏休み中の計画提示 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 良いアイディアは思いがけない時に降ってくるものである。それをいつでも掴み取れる態勢を整えておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と参加(40%)/課題と発表(30%)/期末課題(30%) 

無断欠席者、報告放棄者は評価の対象としない（単位は認定されない）。 

 

テキスト（Textbooks） 

 必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM776 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
佐竹 晶子(SATAKE AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて研究計画を立て、先行研究の調査やデータの収集・整理など、卒業研究の成果物の作成をすすめ

ていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究課題に関連する、参考文献を読み、その内容をまとめ、自分のテーマに添って問題提起を行い、自分の論旨の方向

性を探っていく。文献が英文の場合は、その解読をクラス内で行う。授業は英語でも日本語でも、受講者の希望で決める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自分の課題テーマについての計画発表 

2. 図書館文献検索講習 

3. 文献報告とコメント１ 

4. 文献報告とコメント２ 

5. 文献報告とコメント３ 

6. 文献報告とコメント４ 

7. 文献報告とコメント５ 

8. 文献報告とコメント６ 

9. 文献報告とコメント７ 

10. 文献報告とコメント８ 

11. 文献報告とコメント９ 

12. 文献報告とコメント 10 

13. 文献報告とコメント 11 

14. 夏休みの研究計画、参考文書リストと論文アウトライン作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加および課題(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント使用 

 

参考文献（Readings） 

授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM777 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
灘光 洋子(NADAMITSU YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて研究計画を立て、先行研究の調査やデータ収集・整理など、卒業研究の成果物の作成をすすめて

いく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

専門演習 1 で定めたテーマに関する文献研究や調査などを行い、内容的により具体的に掘り下げていくための思索や討議を行

う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 討議、発表および個人指導１ 

3. 討議、発表および個人指導２ 

4. 討議、発表および個人指導３ 

5. 討議、発表および個人指導４ 

6. 討議、発表および個人指導５ 

7. 討議、発表および個人指導６ 

8. 討議、発表および個人指導７ 

9. 討議、発表および個人指導８ 

10. 討議、発表および個人指導９ 

11. 討議、発表および個人指導 10 

12. 討議、発表および個人指導 11 

13. 討議、発表および個人指導 12 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(40%)/課題と発表(30%)/期末課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 333 - 

■DM779 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて研究計画を立て，先行研究の調査やデータの収集・整理など，卒業研究の成果物の作成を進めて

いくことができる｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

主としてフランス語圏（フランス，ケベック，北アフリカなど）の文化と社会に関連したテーマで卒業研究を作成するための基礎的

事項を学習する。 

各自の問題意識をどのように卒業研究のテーマに結び付けていくか，テーマ決定後から完成までどのようにデータ収集や調査，

制作に取り組めばよいのかなどを指導していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 先行研究の講読と討議（１） 

3. 先行研究の講読と討議（２） 

4. 先行研究の講読と討議（３） 

5. 先行研究の講読と討議（４） 

6. 研究テーマの策定（１） 

7. 研究テーマの策定（２） 

8. 資料調査研究（１） 

9. 資料調査研究（２） 

10. 資料調査研究（３） 

11. 資料調査研究（４） 

12. 卒業研究の構想の報告（１） 

13. 卒業研究の構想の報告（２） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，毎回の授業時に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加度(40%)/授業時の発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 新倉俊一他、1997 年、『事典 [増補版] 現代のフランス』、大修館書店 (ISBN-10: 4469051756) 

2. 小畑精和・竹中豊編著、2009年、『ケベックを知るための 54章』、明石書店 (ISBN-10: 4750329517) 

随時紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM780 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
ハートレー(HARTLEY ANTHONY F.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This seminar is intended for students with an interest in conducting empirical research on translation or interpreting data. These 

may be product-oriented (e.g., ’competing’ translations of the same source text, identification of systematic translation choices), 

reception-oriented (e.g., reader/user surveys of fluency, accuracy or other attributes). They may contrast human translation 

and machine translation, or even the quality target translation technologies as such (e.g., speech translation). The aim of the 

seminar is to build on the experience of Advanced Seminar 1 in designing and initiating a more ambitious thesis project. The 

outcome may be a research report or guide to good practice. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Initially, students assess the results and limitations of their pilot studies conducted in Advanced Seminar 1. Subsequently, the 

seminar revolves around students’ presentations of their ongoing research and its relationship to prior research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Reflections on the limitations of pilot studies 1 

2. Reflections on the limitations of pilot studies 2 

3. Identification of research questions and necessary data  

4. Discussion of work in progress1 

5. Discussion of work in progress 2 

6. Discussion of work in progress 3 

7. Discussion of work in progress 4 

8. Interim presentations of project and results 

9. Discussion of work in progress 5 

10. Discussion of work in progress 6 

11. Discussion of work in progress 7 

12. Discussion of work in progress 8 

13. Final presentations of thesis studies and results 

14. Review of the course and lessons learned 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

In addition to doing the shared required reading, students are expected to explore relevant prior research, to define specific 

research questions, gather and analyse data – and to present each of these steps to their peers. Equally, peer feedback is 

expected, in the form of comments and annotations on fellow students’ evolving draft reports. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Report(40%)/Contribution to in class discussion(20%)/Comments on peers' draft documents(20%)/Interim 

presentation(10%)/Final PowerPoint presentation(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. J Williams & A Chesterman. 2002. <I>The Map: A Beginner’s Guide to Doing Research in Translation Studies</I>. St Jerome 

(ISBN:978-1900650540) 

 

参考文献（Readings） 

Further readings will be recommended in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 正子(ISHII MASAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

調査研究の方法論を学ぶ。 

調査研究を進めるうえで必要な論理的な思考を培うことができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に国際協力や紛争研究の分野で「卒業研究」を行う学生を対象に、調査研究を行う意義、および方法などを導入する。その後

は、各自がそれぞれの研究テーマに沿って、研究調査研究計画発表、合同ゼミを行い、その他の学生とのディスカッションを通じ

て考察を深める。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 研究計画発表 

3. 研究計画発表 

4. 研究計画発表 

5. 基礎文献購読 

6. 基礎文献購読 

7. 研究計画発表 

8. 研究計画発表 

9. 研究計画発表 

10. 基礎文献購読 

11. 基礎文献購読 

12. 合同ゼミ発表準備 

13. 合同ゼミ 

14. 合同ゼミ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基礎文献購読で指定された文献を読むこと。 

自分の研究テーマに関連する先行研究を読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/出席、課題発表(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画は履修者の数、関心によって変更する場合があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
奥野 克巳(OKUNO KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の問題意識を学術的なテーマと結びつけることで、「卒業研究」のテーマを設定することを目標とし、そのために必要な基礎

的な事項（研究方法）などを身につけるための授業を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、専門演習１で発見したテーマを、卒業研究に向けて進展させるためのゼミ形式の授業である。専門演習２では、①「先

行文献研究レヴュー」と②「フィールドワーク」の両面から研究を組み立てて、卒業研究の「問い」を明確に設定することを目指す。

研究途中の経過を順次発表し、研究内容を深めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業の概要の説明 

2. これまでの経過の発表 

3. 研究計画の発表 

4. 研究の進め方の解説 

5. 先行文献研究レヴュー① 

6. 先行文献研究レヴュー② 

7. 先行文献研究レヴュー③ 

8. 先行文献研究レヴュー④ 

9. フィールドワークの発表① 

10. フィールドワークの発表② 

11. フィールドワークの発表③ 

12. フィールドワークの発表④ 

13. 卒業研究に向けた研究計画の発表 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業参加態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
浜崎 桂子(HAMAZAKI KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は，教育課程「完成期」の科目である。各自が選択した領域についてさらに深く主体的に学んでいくことで，卒業研究の

テーマを定め，自ら調査，考察することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

専門演習１で学び議論した点を踏まえ、前半は，移民社会の多文化状況に関して具体的な事象を扱った論文を読み，方法論を

意識した議論を行う。以上をふまえて，後半は受講者が関心を持つ地域，国について，いわゆる「マイノリティーの文化」の具体例

について発表し，議論をする。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入１：移民社会と多文化状況  

2. 導入２：移民社会の言語，文化政策 

3. 論文１：担当者による発表と議論 1 

4. 論文１：担当者による発表と議論 2 

5. 論文１：担当者による発表と議論 3 

6. 論文１：担当者による発表と議論 4 

7. 文献の調べ方、レポートの書き方 1 

8. 文献の調べ方、レポートの書き方 2 

9. 発表：各自のテーマについて中間発表と議論 1 

10. 発表：各自のテーマについて中間発表と議論 2 

11. 発表：各自のテーマについて中間発表と議論 3 

12. 論文２：担当者による発表と議論 1 

13. 論文２：担当者による発表と議論 2 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の議論への積極的な参加(40%)/授業内での口頭発表(30%)/学期末のレポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回授業内で配付 

 

参考文献（Readings） 

1. S. カースルズ, M.J. ミラー、2011、『国際移民の時代』、名古屋大学出版会 (ISBN:9784815806552) 

ほか，適宜授業内で指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者による発表と議論を中心に授業を行う。発表に映像資料を用いることもある。また，発表などについては，随時授業内でフ

ィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 文也(ISHIKAWA FUMIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の問題意識を学術的なテーマと結びつけることで「卒業研究」のテーマを設定することを目標とし，そのために必要な基礎的

な事項（研究方法など）を身につけるための授業をおこなう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ことばによってどのような「知」がどのようなプロセスに従って伝達されるかを明らかにする方法として「ディスクール分析」と「会話

分析」がある。「ディスクール分析」は主として 1960 年代にフランスで始められた分析方法であり，「会話分析」はアメリカで生ま

れ，その後フランスでも展開されているアプローチである。ともにことばを研究対象として相対化する研究方法であり，言語教育・

習得の分野にも導入され，外国語の授業内外においてことばによってことばに関係するどのような情報がどのようなプロセスによ

って伝達されるのかを明らかにするために用いられている。 

本専門演習では，「ディスクール」あるいは「会話分析」に関する基本的な知識の習得と基礎的分析能力の養成を目指し，日本

語，フランス語あるいは英語で書かれた文献あるいは複数の文献からの抜粋を精読するとともに，履修者自身にことばの使用あ

るいは言語教育・習得に関してテーマを設定してもらい，具体的な分析資料体を使ってそのテーマについての考察を実践してもら

う。この作業と並行して，卒業研究（論文）執筆のための準備作業をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「学術的知」の技法の説明 

3. 論文の書き方の説明 

4. テキストの輪読と報告（１） 

5. テキストの輪読と報告（２） 

6. テキストの輪読と報告（３） 

7. 卒業論文批判（１） 

8. 卒業論文批判（２） 

9. 研究計画書あるいは卒業論文の中間報告（１） 

10. 研究計画書あるいは卒業論文の中間報告（２） 

11. 研究計画書あるいは卒業論文の中間報告（３） 

12. 共同討議（１） 

13. 共同討議（２） 

14. まとめ、あるいは卒業論文の口頭審査 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回の授業で各回のための準備学習を指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/口頭発表(30%)/卒業研究（論文）の進捗(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業で決定する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に配付するプリントあるいはメイルの添付ファイルなどによって随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

通常の授業に加えて，研究計画書の作成のための個別指導と添削を主にメイルでおこなう。 

学生の報告あるいは提出物について，口頭あるいは筆記によってコメントする。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
鳥飼 慎一郎(TORIKAI SHINICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自分の卒業研究を質量ともに大きく飛躍させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が自分の卒業研究に選んだテーマについて、自分なりに調査研究を進めてゆく。指導は授業中に随時個別に行う。クラスの

中で口頭発表会などを通して、互いの卒業研究について批判し合い、内容を深化させてゆく。 

今学期は、大学院進学を念頭にいれ、言語習得論と文学作品の英語教育での利用法に関する専門書を読み進めてゆきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. このクラスの進め方と卒業研究の完成に向けての指導 

2. Chap. 1: Language learning in early childhood 

3. Chap. 2: Second language learning 

4. Chap. 3: Individual differences in second language learning 

5. Chap. 4: Explaining second language learning 

6. Chap. 5: Observing teaching and learning in the second language classroom 

7. Chap. 6: Second language learning in the classroom   卒業研究中間口頭発表会 

8. Chap. 7: Popular ideas about language learning revised 

9. Chap. 1: Using literature in the language classroom: The issues  

10. Chap. 2: Approaches to using literature with the language learner 

11. Chap. 3: Selecting and evaluating materials 

12. Chap. 4: Reading literature cross-culturally 

13. Chat. 5: Materials design and lesson planning: Novels and short stories 

14. Chap. 6: Materials design and lesson planning: Poetry   卒業研究期末口頭発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

随時、授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(30%)/最終口頭発表(20%)/中間口頭発表(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Patsy M. Lightbown & Nina Spada. 2013. <I>How Languages Are Learned.</I>. Oxford (ISBN:978-0194541268) 

2. Gillian Lazar. 1993. <I>Literature and Language Teaching: A Guide for Teachers and Trainers.</I>. Cambridge (ISBN:978-

0521406512) 

これ以外にも必要な文献等は授業中に随時紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

随時、個別指導の中で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休みの最後の週に、大学院生と共に夏合宿を開催します。合宿では、それまでの研究成果を発表します。 

 

国内外から専門家を招聘して公開講演会を予定しています。出席のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM787 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習２ 

(Advanced Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 亘(KOYAMA WATARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて研究計画を立て、先行研究の調査やデータの収集・整理など、卒業研究の成果物の作成を進めて

いく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

専門演習 1 で定めたテーマに関する文献研究や調査などを行い、内容的により掘り下げ具体化していくための思索や討議を行

う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概観 

2. 討議、発表、及び個人指導１ 

3. 討議、発表、及び個人指導２ 

4. 討議、発表、及び個人指導３ 

5. 討議、発表、及び個人指導４ 

6. 討議、発表、及び個人指導５ 

7. 討議、発表、及び個人指導６ 

8. 討議、発表、及び個人指導７ 

9. 討議、発表、及び個人指導８ 

10. 討議、発表、及び個人指導９ 

11. 討議、発表、及び個人指導 10 

12. 討議、発表、及び個人指導 11 

13. 討議、発表、及び個人指導 12 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への貢献(30%)/課題と発表(30%)/期末課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜、指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM801 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
森 聡美(MORI SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて調査研究を継続し，期限までに成果物を完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習では，バイリンガルの言語発達と言語使用ならびに認知・心理・学習面について扱う。これまでの研究調査に基づき、各

自データ分析と論文執筆を進め、中間報告やピアリーデイングを繰り返しながら完成させる。    

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・先行研究（１） 

2. 先行研究（２） 

3. 先行研究（３） 

4. 中間報告・ピアリ―ディング（１） 

5. 研究方法（１） 

6. 研究方法（２） 

7. 研究方法（３） 

8. 中間報告・ピアリ―ディング（２） 

9. 結果（１） 

10. 結果（２） 

11. 考察・結論（１） 

12. 考察・結論（２） 

13. 総括 

14. 卒業研究発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業参加(30%)/中間課題(40%)/期末課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配付。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の詳細については, 初回に配付されるシラバスを参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM802 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
カプリオ，Ｍ．Ｅ．(CAPRIO,MARK E.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This seminar is designed to instruct participants in the basic tools of conducting research and writing a research paper. The 

primary approach will be history-based. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The weekly seminar will combine lecture, discussion, and student reports on research methodology. It will be conducted in 

either Japanese, English, or a combination of both depending on the talents of the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to research 

2. What is history? 

3. Primary and secondary sources 

4. Analyzing research: one example 

5. Student presentation on a research paper 

6. The value of sources  

7. The strengths and weaknesses of statistics  

8. Student bibliographies: the 100 source list 

9. Student reports on general survey book 

10. Topic formation I 

11. Topic formation 2 

12. Student reports and discussion on source 

13. Mini paper on topic 

14. Review of semester, preparation for Advanced Seminar 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Report(40%)/Seminar Assignments(30%)/Attendance and Participation(30%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook for this class 

 

参考文献（Readings） 

While I will assign several readings for all participants, the majority of readings will be selected by students. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM806 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
イ，ヒャンジン(LEE,HYANGJIN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて調査研究を継続し、期限までに成果物を完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

専門演習２に引き続き、各自の研究テーマに合わせて中間発表と成果報告、ピアリ−ディングを繰り返しながら卒業研究を完成さ

せる。専門演習２で製作した映像作品とともに最後の研究成果物の発表会を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. テーマに関連する資料・実態調査（社会学的アプローチ） 1 

3. テーマに関連する資料・実態調査（社会学的アプローチ） 2 

4. テーマに関連する資料・実態調査（社会学的アプローチ） 3 

5. 映画研究の文献調査と報告 1 

6. 映画研究の文献調査と報告 2 

7. 映画研究の文献調査と報告 3 

8. 分析方法と討議 1 

9. 分析方法と討議 2 

10. 分析方法と討議 3 

11. 分析方法と討議 4 

12. 最終レポート発表 1 

13. 最終レポート発表 2 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業は毎回学生自ら作品を選び、その作品をこれまで学習した知識に基づき、社会的・歴史的な解釈と政治、文化的含意に関し

て議論する。 戦争と植民の記憶、移住、国際結婚、女性、青少年と貧困曾などの問題を扱った作品を分析し、ディスカッションす

る。それから作品の歴史的・社会的コンテクストを理解し、それが指示する意味を分析する。そして、 ナショナル・シネマとトランス

ナショナル・シネマ、またグローバル・シネマとは何かを考える。毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内に指示した課題物(30%)/プレゼンテーション(30%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

1. イ・ヒャンジン、2018、『コリアン・シネマ: 北朝鮮・韓国・トランスナショナル』、みすず書房 (ISBN:4622086646) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM808 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
高山 一郎(TAKAYAMA ICHIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自らが設定したテーマについて調査・研究を継続し、期限までに論文を完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では研究の経過報告と論文をいくつかの部分にわけ、それらについての発表を複数回行う。お互いのドラフトについてコメン

トしあう。教員のアドバイスに従い推敲する。学期末には論文発表会を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. それまでの研究経過報告 

2. 論文の書き方指導 

3. 研究発表１ 

4. 研究発表２ 

5. 研究発表３ 

6. 研究発表４ 

7. 研究発表５ 

8. 研究発表６ 

9. 研究発表７ 

10. 個別指導１ 

11. 個別指導２ 

12. 提出準備１ 

13. 提出準備２ 

14. 論文発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の提出物(60%)/発表・参加(40%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM809 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
星野 宏美(HOSHINO HIROMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の設定したテーマに沿って執筆を進め、論文を完成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文の初稿となり得る文章を用意し、それを叩き台としつつ、議論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スケジュールの吟味 

2. 研究の対象の吟味 

3. 研究の方法の吟味 

4. 研究の目的の吟味 

5. 文献の吟味 

6. 資料の吟味 

7. 先行研究批判 

8. 章立ての吟味 

9. 独自性の吟味 

10. 論理性の吟味 

11. 実証性の吟味 

12. 有効性の吟味 

13. テーゼの吟味 

14. 総合評価 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

図書館所蔵の音楽事典類、AV コーナーの資料等を活用されたい。授業中に随時、具体的な活用法を紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と参加(50%)/課題と成果物(50%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM811 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 千歌(MARUYAMA CHIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて調査研究を継続し、期限までに成果物を完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

４年生は個別指導を受けるとともに、進捗報告の際に得たコメントを活用しながら、卒業研究の完成を目指す。また、日本語教育

と社会言語学の領域についての３年生の口頭発表を聞き、理解を深めるとともに、議論を行い、そこで得た知見を卒業研究に生

かす。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業説明 

2. ４年生による報告① 

3. 発表① 

4. 発表② 

5. 発表③ 

6. ４年生による報告② 

7. ４年生による報告③ 

8. 発表④ 

9. 発表⑤ 

10. 発表⑥ 

11. 発表⑦ 

12. 卒業研究最終報告① 

13. 卒業研究最終報告② 

14. 卒業研究最終報告③ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席および参加度(30%)/口頭発表（数回）(40%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM813 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
カズンズ，Ｓ．Ｄ．(COUSINS,STEVEN D.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて調査研究を継続し, 期限までに成果物を完成させる｡  

 

授業の内容（Course Contents） 

One way to understand the cultural nature of communication is to look at psychological problems in which normal modes of 

communication have broken down. In this class we will focus on problems such as hikikomori, school refusal, bullying, Internet 

addiction, stress symptoms such as katakori, and suicide. In addition senior students will continue to conduct research and data 

analysis as they move toward completion of their graduation thesis.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and orientation 

2. Hikikomori: Reading and discussion 

3. Bullying: Reading and discussion 

4. Internet addiction: Reading and discussion 

5. Stress symptoms: Reading and discussion 

6. Suicide: Reading and discussion 

7. Research paper basics 

8. Student-led discussion: Hikikomori 

9. Student-led discussion: Bullying 

10. Student-led discussion: Internet addiction 

11. Student-led discussion: Stress symptoms 

12. Student-led discussion: Suicide 

13. Research papers: Discussion and analysis 

14. Final course review  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be expected to continue gathering materials and carrying out research on their graduation thesis, and to finish 

writing the thesis by the deadline.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and participation(30%)/Classwork and homework(40%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM814 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて調査研究を継続し、期限までに成果物を完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

専門演習２に引き続き、各自のテーマの研究を深める。資料・データの収集、分析などの作業のほか、1 年次より学習してきた論

文作成の方法を再度確認し、大学での学びの集大成となる卒業研究を完成させる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

進捗状況報告 

2. 書式、引用の仕方、文献目録等の方法などの確認 

3. 卒業研究中間報告、討議① 

4. 卒業研究中間報告、討議② 

5. 卒業研究中間報告、討議③ 

6. 卒業研究中間報告、討議④ 

7. 卒業研究中間報告、討議⑤ 

8. 卒業研究最終確認① 

9. 卒業研究最終確認② 

10. 卒業研究最終確認③ 

11. 卒業研究最終報告① 

12. 卒業研究最終報告② 

13. 卒業研究最終報告③ 

14. 卒業研究最終報告④ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間報告(40%)/最終報告(40%)/討議におけるディスカッサントとしての参加(20%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM816 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 里美(TAKAHASHI SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて調査研究を継続し，期限までに成果物を完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では，各自の卒業研究の調査・執筆と併行して，授業においては，受講生の研究テーマに関連した第二言語習得研究の

論文の講読・発表・討議を通して，自らの研究の第二言語習得研究における位置づけを確認する。また，随時，お互いの論文を

読んで批評し合いながら，推敲する。学期半ばには，その時点での卒業研究の成果について中間発表を行う。また，学期末に

は，完成した卒業研究の成果について発表する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文献研究，発表，討議，論文指導（１） 

3. 文献研究，発表，討議，論文指導（２） 

4. 文献研究，発表，討議，論文指導（３） 

5. 文献研究，発表，討議，論文指導（４） 

6. 文献研究，発表，討議，論文指導（５） 

7. 秋学期卒業研究中間発表 

8. 文献研究，発表，討議，論文指導（６） 

9. 文献研究，発表，討議，論文指導（７） 

10. 文献研究，発表，討議，論文指導（８） 

11. 文献研究，発表，討議，論文指導（９） 

12. 文献研究，発表，討議，論文指導（10） 

13. 文献研究，発表，討議，論文指導（11） 

14. 卒業研究成果の発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/課題提出および口頭発表(50%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配付。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM818 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
石坂 浩一(ISHIZAKA KOICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて調査研究を継続し、期限までに成果物を完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業研究を深め、完成させていくため、研究目的に沿った先行研究や論文、データをきちんと読み込んでいるかどうか、発表を通

じてくりかえし点検し、テーマについての分析、検討を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ４年生卒業研究中間報告１ 

3. ４年生卒業研究中間報告２ 

4. 映像の視聴１ 

5. 発表と討論１ 

6. 映像の視聴２ 

7. 発表と討論２ 

8. 卒業研究報告１ 

9. 卒業研究報告２ 

10. 映像の視聴３ 

11. 発表と討論３ 

12. ３年生卒業研究初期構想発表１ 

13. ４年生卒業研究 評価と点検 

14. ３年生卒業研究初期構想発表２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/討論への参加度(40%)/卒業研究に対する自己評価と反省(10%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM819 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
池田 伸子(IKEDA NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて調査研究を継続し、期限までに質の高い卒業研究の成果物を完成させることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が選んだテーマについての卒業研究の進捗状況、何が明らかになったのか、調査はどのような結果になったのかなどを報

告し、それについて参加者全員でディスカッションをしながら授業を進める。同時にそれぞれの学生の研究に関連する日本語教

育についての新しい論文も講読し、より一層、日本語教育についての理解を深めていく。実際に日本語教員になっていく可能性も

考え、現場で働く日本語教員の話を聞いたり、現場を見学したりする機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、進め方 

2. 論文１の講読及び卒業研究発表１ 

3. 論文２の講読及び卒業研究発表２ 

4. 論文３の講読及び卒業研究発表３ 

5. 論文４の講読及び卒業研究発表４ 

6. 論文５の講読及び卒業研究発表５ 

7. 論文６の講読及び卒業研究発表６ 

8. 論文７の講読及び卒業研究発表７ 

9. 論文８の講読及び卒業研究発表８ 

10. 論文９の講読及び卒業研究発表９ 

11. 論文 10 の講読及び卒業研究発表 10 

12. 卒業研究発表及び質疑応答１ 

13. 卒業研究発表及び質疑応答２ 

14. 卒業研究発表及び質疑応答３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/卒業研究発表(35%)/論文講読分担(15%)/参加度(20%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１）授業は各受講者が主体となるディスカッションを通して行われるため、受講者は各自が自分のテーマについて自発的に調べ、

発表することが求められる。 

２）各参加者のプレゼンテーションについては、次の回の授業でフィードバックを行う。 

３）連絡事項、資料の配付などは Blackboard を通して実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM820 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
黒岩 三恵(KUROIWA MIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の興味や問題意識から専門性のあるテーマを見つけ出し、学術的な視点から卒業研究をまとめるための視点、研究アプロ

ーチの知識、成果物の構成や編集などの方法を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個々の学生による主体的な研究活動を主体として、演習の場では指導教官・参加学生への中間報告等を行い、助言やコメントを

踏まえながら、構成、資料の提示、論旨の一貫性など、成果物の完成度を高めてゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、夏季休暇中の活動報告 

2. 中間報告・討議・論文指導（１） 

3. 中間報告・討議・論文指導（２） 

4. 中間報告・討議・論文指導（３） 

5. 展覧会見学とディスカッション（１） 

6. 中間報告・討議・論文指導（４） 

7. 中間報告・討議・論文指導（５） 

8. 中間報告・討議・論文指導（６） 

9. 展覧会見学とディスカッション（２） 

10. 中間報告・討議・論文指導（７） 

11. 中間報告・討議・論文指導（８） 

12. 中間報告・討議・論文指導（９） 

13. 論文の予備講評 

14. 卒業研究発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

毎週の定期的な中間報告を行うことが原則となる。報告に際しては提出物を各自用意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表・提出物等(70%)/出席・授業参加(30%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM821 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
松下 佳世(MATSUSHITA KAYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて調査研究を継続し、期限までに成果物を完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業研究の完成を目指す。データの収集法、分析方法、文献引用の方法、論文の構成、執筆・推敲方法などについて個別に助

言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 卒業研究の構成 

3. 書式・文献引用法などの確認 

4. 論文指導１ 

5. 論文指導２ 

6. 論文指導３ 

7. 論文指導４ 

8. 論文指導５ 

9. 論文指導６ 

10. 論文指導７ 

11. 学生の発表１ 

12. 学生の発表２ 

13. 学生の発表３ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への貢献(30%)/発表(30%)/論文の内容(40%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

各自の研究テーマに応じて、適宜資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM823 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 有香(YAMAMOTO YUKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

専門演習１、２で各自設定したテーマについて調査研究を継続し、パイロットスタディを経てまとめたデータ収集結果をもとに、各

自の観点から結論に導き卒業論文を完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習では､ 第二言語 (英語) 語彙習得研究に関連したテーマで卒業研究の課題を作成していく。専門演習２で計画した研究

デザインをもとにデータ収集、分析をまとめ、期日までに卒業論文を完成させる。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（研究計画確認） 

2. 研究方法について 

3. 研究方法をまとめる・ピア・エディティングを実施 

4. 結果についてグループ・ディスカッションを実施 

5. 考察についてグループ・ディスカッションを実施 

6. ディスカッションをもとに、結果・考察を論文に反映させピア・エディティングを実施 

7. 中間報告発表会 

8. まとめ（１） 

9. まとめ（２）  

10. まとめ提出・修正 

11. 卒業研究ドラフトの提出 

12. 卒業研究提出に向けた最終作業  

13. 卒業研究の提出 

14. 卒業研究発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業期間外（予習・復習など）の学習については毎回の授業で指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業参加(30%)/中間報告(40%)/卒業研究発表(30%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配付する｡  

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM825 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 自ら設定したテーマについて調査研究を継続し、期限までに成果物を完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ４年間で学んだことの総まとめとして 「卒業研究」（論文）を完成させることを目標とし、そのために必要な個人指導や発表、討

議などを進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 夏休み中の成果報告 

2. 卒業研究骨格の提示 

3. 討議・発表および論文指導１ 

4. 討議・発表および論文指導２ 

5. 討議・発表および論文指導３ 

6. 討議・発表および論文指導４ 

7. 中間発表 

8. 討議・発表および論文指導５ 

9. 討議・発表および論文指導６ 

10. 討議・発表および論文指導７ 

11. 討議・発表および論文指導８ 

12. 発表１ 

13. 発表２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 当然すべての精力を卒業研究に充当するはずである。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と参加(70%)/課題と発表(30%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

 各自に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 各自に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM826 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
佐竹 晶子(SATAKE AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて調査研究を継続し、期限までに成果物を完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自、卒論研究論文を執筆し、コメントを受け、修正を加える作業を重ねる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒業研究中間発表 

2. 中間報告、論文指導１ 

3. 中間報告、論文指導２ 

4. 中間報告、論文指導３ 

5. 中間報告、論文指導４ 

6. 中間報告、論文指導５ 

7. 中間報告、論文指導６ 

8. 中間報告、論文指導７ 

9. 中間報告、論文指導８ 

10. 中間報告、論文指導９ 

11. 中間報告、論文指導 10 

12. 論文完成 

13. 卒業研究発表準備 

14. 卒業研究発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および参加度(40%)/課題(60%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM827 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
灘光 洋子(NADAMITSU YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて調査研究を継続し、期限までに成果物を完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

４年間で学んだことの総まとめとして「卒業研究」の成果物を完成させることを目標とし、そのために必要な個人指導や発表、討議

など行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 討議、発表および個人指導１ 

3. 討議、発表および個人指導２ 

4. 討議、発表および個人指導３ 

5. 討議、発表および個人指導４ 

6. 討議、発表および個人指導５ 

7. 中間発表 

8. 討議、発表および個人指導６ 

9. 討議、発表および個人指導７ 

10. 討議、発表および個人指導８ 

11. 討議、発表および個人指導９ 

12. 発表１ 

13. 発表２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(70%)/課題と発表(30%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM829 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて調査研究を継続し，期限までに成果物を完成させることができる｡  

 

授業の内容（Course Contents） 

主としてフランス語圏（フランス，ケベック，北アフリカなど）の文化と社会に関連したテーマで各自の卒業研究の完成を目指す。内

容についての助言を与えながら，収集したデータの分析方法，文献引用の方法，推敲の方法などについて指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 討議と論文指導（１） 

3. 討議と論文指導（２） 

4. 討議と論文指導（３） 

5. 卒業研究中間発表（１） 

6. 卒業研究中間発表（２） 

7. 討議と論文指導（４） 

8. 討議と論文指導（５） 

9. 討議と論文指導（６）（成果物の仮提出） 

10. 討議と論文指導（７） 

11. 討議と論文指導（８） 

12. 成果物に関する総括 

13. 成果物に関する発表と合評（１） 

14. 成果物に関する発表と合評（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，毎回の授業時に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/発表・課題等(50%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 新倉俊一他、1997 年、『事典 [増補版] 現代のフランス』、大修館書店 (ISBN-10: 4469051756) 

2. 小畑精和・竹中豊編著、2009年、『ケベックを知るための 54章』、明石書店 (ISBN-10: 4750329517) 

随時紹介するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM830 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
ハートレー(HARTLEY ANTHONY F.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This seminar is intended for students with an interest in conducting empirical research on translation or interpreting data. These 

may be product-oriented (e.g., ’competing’ translations of the same source text, identification of systematic translation choices), 

reception-oriented (e.g., reader/user surveys of fluency, accuracy or other attributes). They may contrast human translation 

and machine translation, or even the quality target translation technologies as such (e.g., speech translation). The aim of the 

seminar is to build on the results of Advanced Seminar 2 in successfully completing and writing up their thesis project. The 

outcome is a thesis which may take the form of a research report or a guide to good practice. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Initially, students assess the results and limitations of their research projects conducted in Advanced Seminar 2. Subsequently, 

the seminar revolves around students’ interpretation of the results and the writing up of the research in a structure and style 

appropriate to a thesis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Reflections on the research to date 1 

2. Reflections on the research to date 2  

3. Structuring and writing a thesis 1 

4. Structuring and writing a thesi 2 

5. Structuring and writing a thesis 3 

6. Discussion of results 1 

7. Discussion of results 2 

8. Discussion of results 3 

9. Interim presentations of projects and results 

10. Peer and tutor feedback on drafts 1 

11. Peer and tutor feedback on drafts 2 

12. Peer and tutor feedback on drafts 3 

13. Final presentations of thesis studies and results 

14. Feedback on presentations and review of the course and lessons learned 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

In addition to doing the shared required reading, students are expected to explore relevant prior research, to define specific 

research questions, gather and analyse data – and to present each of these steps to their peers. Equally, peer feedback is 

expected, in the form of comments and annotations on fellow students’ evolving draft theses. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Report(40%)/Contribution to in class discussion(30%)/Comments on peers' draft theses(20%)/Interim report(10%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

1. B A Lewin. 2010. <I>Writing Readable Research</I>. Equinox (ISBN:9781904768562) 

 

参考文献（Readings） 

Further readings will be recommended in class 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM831 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 正子(ISHII MASAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象の分析方法、結果の導き方、考察の仕方を学び、卒業論文を書き上げる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自がそれぞれの研究テーマに沿って、卒論の進捗発表を行い、その他の学生とのディスカッションを通じて考察を深める。合同

ゼミにおいて卒論発表を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 合同ゼミ 

2. 研究計画発表 

3. 研究計画発表 

4. 研究計画発表 

5. 研究計画発表、卒論執筆 

6. 研究計画発表、卒論執筆 

7. 研究計画発表、卒論執筆 

8. 研究計画発表、卒論執筆 

9. 研究計画発表、卒論執筆 

10. 研究計画発表、卒論執筆 

11. 研究計画発表、卒論執筆 

12. 研究計画発表、卒論執筆 

13. 合同ゼミ 

14. 合同ゼミ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の研究テーマに関連する先行研究を読む。 

卒論を執筆する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/出席、課題発表(60%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時において適宜紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時において適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画は履修者の数、関心によって変更する場合があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM832 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
奥野 克巳(OKUNO KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら設定したテーマについて調査研究を発展させ、期限までに成果物を完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、これまでにおこなったフィールドワークの成果および先行文献研究のレヴューの途中経過を順次発表してもらう。ま

た、それらの途中経過を卒業研究へと組み込みながら、口頭発表を通じて、次第にその精度を高めることによって、卒業研究の

完成を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入、授業の概要の説明 

2. フィールドワークの成果の発表① 

3. フィールドワークの成果の発表② 

4. フィールドワークの成果の発表③ 

5. 先行文献レヴューの発表① 

6. 先行文献レヴューの発表② 

7. 研究途中経過の発表① 

8. 研究途中経過の発表② 

9. 研究途中経過の発表③ 

10. 研究途中経過の発表④ 

11. 研究途中経過の発表⑤ 

12. 研究途中経過の発表⑥ 

13. 研究途中経過の発表⑦ 

14. 卒業研究成果発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と授業参加態度(60%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 362 - 

■DM833 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
浜崎 桂子(HAMAZAKI KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が選択した領域についてさらに深く主体的に学び，調査しながら，卒業研究を執筆する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

専門演習１および２で学び議論した点を踏まえ，各自の研究テーマについて主体的に調査をし，論文を執筆する。授業では，論

文の書き方，調査の仕方について学び，また各自の卒業研究について発表，議論を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入１：論文執筆方法ワークショップ 

2. 導入２：調査方法ワークショップ 

3. 文献調査方法１ 

4. 文献調査方法 2 

5. 担当者による発表と議論 1 

6. 担当者による発表と議論 2 

7. 担当者による発表と議論 3 

8. 担当者による発表と議論 4 

9. 論文ピア・レビュー１ 

10. 論文ピア・レビュー２ 

11. 論文ピア・レビュー３ 

12. 卒業論文口頭発表１ 

13. 卒業論文口頭発表２ 

14. 卒業論文口頭発表３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の議論への積極的な参加(40%)/授業内での口頭発表(30%)/学期末のレポート(30%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

初回授業内で配付 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者による発表と議論を中心に授業を行う。発表などについては，随時授業内でフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM834 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 文也(ISHIKAWA FUMIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の問題意識を学術的なテーマと結びつけることで「卒業研究」のテーマを設定することを目標とし，そのために必要な基礎的

な事項（研究方法など）を身につけるための授業をおこなう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ことばによってどのような「知」がどのようなプロセスに従って伝達されるかを明らかにする方法として「ディスクール分析」と「会話

分析」がある。「ディスクール分析」は主として 1960 年代にフランスで始められた分析方法であり，「会話分析」はアメリカで生ま

れ，その後フランスでも展開されているアプローチである。ともにことばを研究対象として相対化する研究方法であり，言語教育・

習得の分野にも導入され，外国語の授業内外においてことばによってことばに関係するどのような情報がどのようなプロセスによ

って伝達されるのかを明らかにするために用いられている。 

本専門演習では，「ディスクール」あるいは「会話分析」に関する基本的な知識の習得と基礎的分析能力の養成を目指し，日本

語，フランス語あるいは英語で書かれた文献あるいは複数の文献からの抜粋を精読するとともに，履修者自身にことばの使用あ

るいは言語教育・習得に関してテーマを設定してもらい，具体的な分析資料体を使ってそのテーマについての考察を実践してもら

う。この作業と並行して，卒業研究（論文）執筆のための準備作業をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「学術的知」の技法の説明 

3. 論文の書き方の説明 

4. テキストの輪読と報告（１） 

5. テキストの輪読と報告（２） 

6. テキストの輪読と報告（３） 

7. 卒業論文批判（１） 

8. 卒業論文批判（２） 

9. 研究計画書あるいは卒業論文の中間報告（１） 

10. 研究計画書あるいは卒業論文の中間報告（２） 

11. 研究計画書あるいは卒業論文の中間報告（３） 

12. 共同討議（１） 

13. 共同討議（２） 

14. まとめ、あるいは卒業論文の口頭審査 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回の授業で各回のための準備学習を指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/口頭発表(30%)/卒業研究（論文）の進捗(30%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業で決定する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に配付するプリントあるいはメイルの添付ファイルなどによって随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

通常の授業に加えて，研究計画書の作成のための個別指導と添削を主にメイルでおこなう。 

学生の報告あるいは提出物について，口頭あるいは筆記によってコメントする。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM835 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
鳥飼 慎一郎(TORIKAI SHINICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自分の卒業研究を完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が自分の卒業研究に選んだテーマについて、自分なりに調査研究を進めてゆく。指導は授業中に随時個別に行う。クラスの

中で口頭発表会などを通して、互いの卒業研究について批判し合い、内容を深化させてゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 夏合宿での発表の振り返りと今後の研究遂行のための方針の表明と、卒業研究の完成に向けての教員からのアドバイス 

2. 7. Materials design and lesson planing: Plays 

3. 8. Reflecting on the literature lesson 

4. 9. Literature and self-access 

5. 文学作品を使った英語教育のまとめ 

6. 中間口頭発表 

7. 中間口頭発表 

8. 卒業研究完成へ向けての個別の研究指導 １ 

9. 卒業研究完成へ向けての個別の研究指導 ２ 

10. 卒業研究完成へ向けての個別の研究指導 ３ 

11. 卒業研究完成へ向けての個別の研究指導 ４ 

12. 最終口頭発表の準備 

13. 最終口頭発表 

14. 最終口頭発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

随時、授業中に指示する。 

 

学外から講師を招聘し、公開講演会を開催する計画です。参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(30%)/最終口頭発表(20%)/中間口頭発表(10%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Gillian Lazar. 1993. <I>Literature and Language Teaching: A Guide for Teachers and Trainers.</I>. Cambridge (ISBN:978-

0521406512) 

2. Kazuo Ishiguro. 1989. <I>Remains of the Day</I>. Vintage (ISBN:978-0679731726) 

随時、個別指導の中で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

随時、個別指導の中で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

随時、個別指導の中で指示する。 

 

夏休みの最後の週に大学院生と新ゼミ生とともに夏合宿を行います。新ゼミ生の模範となれるようしっかりと準備をして参加する

こと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM837 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習３ 

(Advanced Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 亘(KOYAMA WATARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年間で学んだことの総まとめとして「卒業研究」の成果物を完成させることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

自ら設定したテーマについて調査研究を継続し、期限までに成果物を完成させる。そのために必要な個人指導や発表、討議など

行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概観 

2. 討議、発表、及び個人指導１ 

3. 討議、発表、及び個人指導２ 

4. 討議、発表、及び個人指導３ 

5. 討議、発表、及び個人指導４ 

6. 討議、発表、及び個人指導５ 

7. 中間発表 

8. 討議、発表、及び個人指導６ 

9. 討議、発表、及び個人指導７ 

10. 討議、発表、及び個人指導８ 

11. 討議、発表、及び個人指導９ 

12. 発表１ 

13. 発表２ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(30%)/課題と発表(30%)/期末課題(40%) 

”合否は「卒業研究」の合否と連動する” 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜、指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM902 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業研究 

(Senior Research and Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
「専門演習３」または「卒業研究指導演習２」の担当教員 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC4543 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育課程「完成期」の科目である。各自が選択した卒業研究を論文などの成果物として完成させることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業研究は，４年間，異文化コミュニケーション学部で学んできたことを基礎として，自らがテーマを設定し，調査・研究を行うこと

によって完成させるものである。卒業研究の詳細は，各指導教員の「専門演習１～３」(2012 年度以降入学者)または「卒業研究指

導演習１・２」(2011 年度以前入学者)シラバスを参照すること。卒業研究の成果物の詳細（論文の分量，その他提出できる成果物

の形式,提出締切, 提出場所，提出方法など）については，卒業研究を履修する年度の履修要項を参照すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 成果物作成１ 

2. 成果物作成２ 

3. 成果物作成３ 

4. 成果物作成４ 

5. 成果物作成５ 

6. 成果物作成６ 

7. 成果物作成７ 

8. 成果物作成８ 

9. 成果物作成９ 

10. 成果物作成 10 

11. 成果物作成 11 

12. 成果物作成 12 

13. 成果物作成 13 

14. 成果物作成 14 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

成果物(100%) 

卒業研究は，各指導教員が評価する。なお，卒業研究の合否は「専門演習 3」(2012 年度以降入学者)または「卒業研究指導演

習２」(2011 年度以前入学者)  の合否と連動する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

成果物について，随時フィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM961 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Basic Seminar A 

担当者名 

（Instructor） 
ジョンソン，Ｓ．(JOHNSON STEPHAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1551 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象（ＤＬＰ） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will improve their understanding of the kinds of thinking and writing that promote academic success. 

 

Students will discover practical steps for improving academic performance. 

 

Students will understand how to develop critical and analytical thinking styles. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course focuses on general academic skills needed by university students in all fields, such as academic writing and 

structure (proposal and essay); quoting, paraphrasing accurately, citations, and bibliography; presentation and communication 

skills; group work skills; time management: organising and planning.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to course 

2. Self-awareness 

3. Library Survival Guide 

4. Key Terms 

5. Paraphrasing Exercise 

6. Mid Term Presentations 1 

7. Mid Term Presentations 2 

8. Time Saving Tips for the Library Catalogue 

9. Electronic Journals and Databases  

10. Written Essay 

11. Essay Feedback Exercise 

12. Communication Skills: Reflecting on the Oral Presentation Exercise 

13. Personal Development Planning Revisited: Reflection and Planning Exercise / Peer Review 

Group Presentations 

14. Group Presentations/ Final review 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Please refer to the syllabus provided by the instructor in the first class.  Homework will be announced at the end of each class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and active class participation(30%)/Proposal(10%)/Presentation(30%)/Final essay(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None – materials will be provided by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM962 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／ベーシックセミナー A 

担当者名 

（Instructor） 
灘光 洋子(NADAMITSU YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象（ＤＬＰ） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学で学ぶための基礎となる論理的思考、情報リテラシーを身につけ、コミュニケーション力、情報受信・発信能力、問題解決能

力を向上させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「協同学習」の方法論を用い、論理的思考スキル、言語スキル、対人関係スキルを学ぶとともに、タイム・マネジメントを習得す

る。また、議論や発表のスキルとともに、ノン・バーバルコミュニケーションへの意識も高める。「協同学習」は課題テクストを、授業

内で解説する予習の仕方に従って各自が予習して授業に臨む。授業は少人数でのグループディスカッションと発表で構成する。

また、レポートの書き方について、解説とトレーニングを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 図書館オリエンテーション／協同学習①-1（初見のテクスト） 

3. 協同学習①-1（初見のテクスト）／図書館オリエンテーション 

4. 協同学習①-2 

5. 協同学習②-1 

6. 協同学習②-2  

レポートの書き方①：論理的な文章を書く 

7. 協同学習③-1 

8. 協同学習③-2  

レポートの書き方②：適切に引用する 

9. グループ発表①-1（グループでテーマを決め、発表準備） 

10. グループ発表①-2（クラス内リハーサル） 

11. グループ発表①-3 

3 グループ発表 

12. グループ発表①-4 

2 グループ発表 

13. レポートの書き方③:適切な問いを立て、論理的に構成する 

14. ピア・レビュー  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/協同学習フィードバック(20%)/自宅学習ノート(25%)/レポート(20%)/最終グループ発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大島弥生ほか ★後日要確認、2014、『ピアで学ぶ大学生の日本語表現[第 2 版]』、ひつじ書房 

Master of Writing(以下から各自でダウンロードする) 

http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/CDSHE/journal/leaflet/ 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐渡島紗織・吉野亜矢子、2008、『これから研究を書くひとのためのガイドブック』、ひつじ書房 

2. 松本茂・河野哲也、2007、『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』、玉川大学出版部 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM963 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／ベーシックセミナー B 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象（ＤＬＰ） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「基礎演習Ａ」で身につけた力をさらに伸ばし，情報リテラシー，論理的思考を磨き，さらに，議論， 発表，レポートなど，それぞれ

に適切な形で発信する方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「協働学習」形式を継続し，論理的思考， 議論の方法，口頭発表およびレポート執筆の方法を引き続き学んでいく。秋

学期は、とくに次の３点に重点をおいて授業をすすめていく。 

１）課題テクストの予習（テクスト内容の正確な理解とそれに対する自分の意見の構築） 

２）ディスカッション（他者の意見を聞き，自分の意見を論理的に述べ，議論を深める） 

３）課題のテーマに関連するトピックについて調査，考察し，口頭発表，および小レポートをまとめる。 

口頭発表は，グループで議論し共同で完成させる。各自が自分のテーマについて書く小レポートは，互いに評価・批評すること

で，レポートを書く方法，論理的な文の書き方について学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

夏休み課題に関するディスカッション 

2. 協同学習①-1 

3. 協同学習①-2（グループ発表） 

4. 協同学習①-3 

5. レポートの書き方①、ピア・レビュー 

6. 協同学習②-1   

7. 協同学習②-2（グループ発表） 

8. 協同学習②-3 

9. レポートの書き方②、ピア・レビュー、最終発表グループ分け  

10. 最終発表準備 

11. プレゼンテーション・ワークショップ 

12. クラス発表会 

13. ピア・レビュー 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業参加度(40%)/小レポート(10%)/課題図書レポート(10%)/協同学習(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「基礎演習Ａ」を参照。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の詳細については, 初回に配付される講義内容を参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM964 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Basic Seminar B 

担当者名 

（Instructor） 
グラスゴー(GLASGOW GREGORY PAUL) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC1551 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象（ＤＬＰ） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to further develop skills introduced in the Academic Skills A class. Students will further develop their 

ability to conduct research, discuss and present on topics of an academic nature in a manner that will enable them to function 

effectively in an overseas university setting.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course assists students in developing the academic skills necessary to function in an overseas university setting. Students 

will develop the type of critical thinking and argumentative writing skills essential for academic settings in order to enable them 

to participate in content courses in international universities. Students will further develop the skills needed to conduct 

independent academic research, enhance their academic writing skills (particularly in argumentative and persuasive writing), 

improve their oral presentation skills and critically reflect on their academic performance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the Course, Self-Assessment, Academic Expectations in the Overseas University 

2. Introduction to Academic Discourse 

3. Creating a Research Topic, The Great Vocabulary Shift 

4. Introduction to Metadiscourse,  Introduction to Abstracts 

5. Creating an Annotated Bibliography, Crafting a Thesis Statement  

6. Research Paper Skills 1: Writing the Introduction, Review of Citation and Referencing 

7. Introduction to the CRAAP Test (Assessing the Reliability of Sources) 

8. Research Paper Skills 2: Organization, Developing the Body  

9. The Importance of Revision and Proofreading  

10. Research Paper Skills 3: Hedging and Intensification, Argumentation Strategies 

11. Student Presentations, Introduction to Self Editing 

12. Student Presentations, Editing and Dealing with Redundancy 

13. Student Presentations, Research Paper Skills 3: Crafting the Concluding Section 

14. Academic Support and Learning Advisement in Overseas settings 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

This class will require extensive research and study. Student are encouraged to plan their time accordingly to help them 

complete the requirements, as they will be expected to complete research independently. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(25%)/Paper Presentation(25%)/Classwork and Attendance(25%)/Homework and Self-Reflection 

Tasks(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. David Kluge and Matthew Taylor. 2018. <I>Basic Steps to Writing Research Papers (Second Edition)</I>. Cengage (p78-4-

902902-81-1) 

Supplementary handouts and worksheets will be provided as needed by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

1. David Kluge and Matthew Taylor. 2018-(2nd Edition). <I>Basic Steps to Writing Research Papers (Second Edition)</I>. 

Cengage (ISBN:978-4-902902-89-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

The pace of this class will be accelerated, so students will be expected to seek support as early on in the course as possible 

(either from the instructor or elsewhere in the university) in the event that the workload becomes too challenging. Editing, 

revision and feedback will be done through Google Docs, so it may be helpful to come to class with a laptop or tablet if possible. 

There will be a course website to help keep you organized and enable you to review course content. 
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注意事項（Notice） 
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■DM988 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習 

(Advanced Seminar) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 亘(KOYAMA WATARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が選択した領域についてさらに深く主体的に学んでいくことで、 卒業研究のテーマを絞り込んでいくことができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学期の前半は、扱う専門領域の理論、研究方法の基本を学び、関心あるテーマを具体化する。学期の後半では、それまでに学

んだ理論や研究方法を用いながら関心あるテーマについて調査を行い、最終的に期末レポートとしてまとめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業オリエンテーション 

2. 理論の基礎（１） 

3. 理論の基礎（２） 

4. 理論の基礎（３） 

5. 理論の基礎（４） 

6. 学生によるテーマ発表 

7. 研究調査方法（１） 

8. 研究調査方法（２） 

9. 研究調査方法（３） 

10. レポートの構成の仕方 

11. 調査のまとめ方、考察の仕方（１） 

12. 調査のまとめ方、考察の仕方（２） 

13. 調査のまとめ方、考察の仕方（３） 

14. 最終レポート発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業での各種発表、課題(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回の授業で指示する 

 

参考文献（Readings） 

毎回の授業で指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM990 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習 

(Advanced Seminar) 

担当者名 

（Instructor） 
カズンズ，Ｓ．Ｄ．(COUSINS,STEVEN D.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2011 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が選択した領域についてさらに深く主体的に学んでいくことで、 卒業研究のテーマを絞り込んでいくことができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学期の前半は、扱う専門領域の理論、研究方法の基本を学び、関心あるテーマを具体化する。学期の後半では、それまでに学

んだ理論や研究方法を用いながら関心あるテーマについて調査を行い、最終的に期末レポートとしてまとめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業オリエンテーション 

2. 理論の基礎（１） 

3. 理論の基礎（２） 

4. 理論の基礎（３） 

5. 理論の基礎（４） 

6. 学生によるテーマ発表 

7. 研究調査方法（１） 

8. 研究調査方法（２） 

9. 研究調査方法（３） 

10. レポートの構成の仕方 

11. 調査のまとめ方、考察の仕方（１） 

12. 調査のまとめ方、考察の仕方（２） 

13. 調査のまとめ方、考察の仕方（３） 

14. 最終レポート発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業での各種発表、課題(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回の授業で指示する 

 

参考文献（Readings） 

毎回の授業で指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DM992 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業研究指導演習１ 

(Research Guidance 1) 

担当者名 

（Instructor） 

新規募集 

カズンズ，Ｓ．Ｄ．(COUSINS,STEVEN D.) 

小山 亘(KOYAMA WATARU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

2011 年度以前入学者対象 

既に担当教員が決定している場合は継続して担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育課程「完成期」の科目である。卒業研究のテーマを設定し，計画を検討する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業研究を作成するための基礎的事項を学習する。各自の問題意識をどのように卒業研究のテーマに結び付けていくか，テー

マ決定後から完成までどのようにデータ収集や調査，制作に取り組めばよいのかなどのことをひとつひとつ丁寧に指導していく。 

 

カズンズ、Ｓ．Ｄ．：比較文化学 

小山 亘：言語人類学 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 研究手法１ 

3. 研究手法２ 

4. 研究調査方法１ 

5. 研究調査方法２ 

6. 研究テーマ策定１ 

7. 研究テーマ策定２ 

8. 文献研究と討議１ 

9. 文献研究と討議２ 

10. 文献研究と討議３ 

11. 文献研究と討議４ 

12. 発表１ 

13. 発表２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参加(40%)/課題と発表(30%)/期末課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修者の論文作成，および議論で授業をすすめる。フィードバックは随時授業内で行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■DM995 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業研究指導演習２ 

(Research Guidance 2) 

担当者名 

（Instructor） 
「卒業研究指導演習１」の担当教員 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

2011 年度以前入学者対象 

既に担当教員が決定している場合は継続して担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育課程「完成期」の科目である。設定した卒業研究のテーマについての研究や調査を進め，論文等の成果物を卒業研究として

完成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の卒業研究のテーマに応じて，その完成を目指す。内容についての助言を与えながら，収集したデータの分析方法，文献引

用の方法，推敲の方法などについて指導を行う。 

 

（各教員の扱う分野については「卒業研究指導演習１」のシラバスを参照のこと。） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 討議と論文指導１ 

3. 討議と論文指導２ 

4. 討議と論文指導３ 

5. 討議と論文指導４ 

6. 討議と論文指導５ 

7. 討議と論文指導６ 

8. 討議と論文指導７ 

9. 討議と論文指導８ 

10. 討議と論文指導９ 

11. 発表１ 

12. 発表２ 

13. 発表３ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参加(50%)/発表・課題等(50%) 

合否は，「卒業研究」の合否と連動する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修者の論文作成，および議論で授業をすすめる。フィードバックは随時授業内で行う。 

 

注意事項（Notice） 



 

  



 

 

 

 


