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■VV001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導演習Ａ 

(Master's Thesis Seminar A) 

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） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文の作成に向けて、研究テーマを明確化し、資料の探し方や論文執筆の方法を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文作成のための研究指導で、受講者のテーマに即して進められる。その際に、論文の問題点（テーマ）、文献の検索と分

析（データ）、論文の書き方の三つの不可欠な過程を中心に授業を行う。受講者は講義中における数回のプレゼンテーションを義

務とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文テーマ等の紹介 

2. 参考文献リストの作成 

3. 文献の紹介 1 

4. 文献の紹介 2 

5. 文献の紹介 3 

6. 中間報告 1 

7. 中間報告 2 

8. 研究計画案提出 

9. 口頭発表 1 

10. 口頭発表 2 

11. 個別指導 1 

12. 個別指導 2 

13. これまでのまとめ 

14. これからの計画 

 

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%)/口頭発表等(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各回学生が文献を紹介する、教員も文献を推薦する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導演習Ａ 

(Master's Thesis Seminar A) 

担当者名 

（Instructor） 
ハートレー(HARTLEY ANTHONY F.) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This seminar is intended for students with an interest in data-driven research in one or more of the following fields, which share 

a common concern with determining the quality of translation: customisation and evaluation of machine translation systems; 

applications and limitations of translation technologies; designing documents to enhance (machine) translatability; collaborative 

translation and peer revision. The aim of the seminar is to guide students in identifying a viable research question and the 

necessary data, and in designing and conducting a pilot study. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Initially, students present their understanding of selected readings in order to clarify their understanding of the above fields and 

the key research issues. Subsequently, the seminar revolves around students’ presentations of their own data and research 

questions, the relevant prior research, and the design of their pilot study. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Overview of the research space 

2. Introductory reading 1 

3. Introductory reading 2 

4. Introductory reading 3 

5. Identification of initial research questions and necessary data 

6. Student presentation and discussion 1 

7. Student presentation and discussion 2 

8. Student presentation and discussion 3 

9. Student presentation and discussion 4 

10. Student presentation and discussion 5 

11. Student presentation and discussion 6 

12. Designing effective PowerPoint presentations 

13. Final presentations of pilot 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） 

Students are required to explore the relevant prior research, to define questions, gather data, design and conduct experiments – 

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 documents. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Contribution to class discussion(30%)/Comments on peers' draft documents(20%)/Final 

PowerPoint pesentation(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Miyata, R., A. Hartley, K. Kageura and C. Paris. “‘Garbage let’s take away’: Producing understandable and translatable 

government documents: a case study from Japan.” In Social Media in Government Services, edited by S. Nepal at alii, 25pp. New 

York: Springer. 2015. 

 

Babych, B., A. Hartley, K. Kageura, M. Thomas and M. Utiyama. “MNH-TT: a collaborative platform for translator training.” 

Proceedings of Translating and the Computer 34. London, England, November 29-30, 2012. 
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Miyata, R., A. Hartley, C. Paris, M. Tatsumi and K. Kageura. “Japanese Controlled Language Rules to Improve Machine 

Translatability of Municipal Documents.” Proceedings of MT Summit XV, Miami, USA, October 30 – November 3, 2015. 

 

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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■VV003 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導演習Ａ 

(Master's Thesis Seminar A) 

担当者名 

（Instructor） 
池田 伸子(IKEDA NOBUKO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けて，研究テーマ，研究方法の明確化を図るとともに，資料の探し方，論文執筆の具体的な方法等，論文作成

に必要な基礎知識と能力を身につけ，論文執筆を実践する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語教育関連科目ならびにその研究領域に関連する科目の履修によって得られる専門知識を踏まえながら，関心を有するテ

ーマについて内外の先行研究の現状，課題および研究方法を把握し，各自の研究テーマへと集約させていく。さらに，受講者に

研究テーマに即した論文に基づく研究発表をしてもらいながら，論文執筆に関する具体的な指導をしていく。参加者各自が，自ら

の研究テーマに関連する文献を積極的に探し，それをどのように論文に位置づけていくのかを考えていくとともに，研究の基礎に

は，先行研究や適切な理論やモデルが必要であることを理解していくための活動を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 先行研究について１ 

5. 先行研究について２ 

6. 先行研究について３ 

7. 研究方法１ 

8. 研究方法２ 

9. 研究方法３ 

10. 論文の構成１ 

11. 論文の構成２ 

12. 論文の構成３ 

13. 学術的記述の方法について 

14. 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（討論，質疑応答など）(50%)/報告およびレポートなどの提出物，各種テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

指導の中で，担当教員が適宜指示する。 

 

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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■VV004 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導演習Ａ 

(Master's Thesis Seminar A) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 正子(ISHII MASAKO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文を執筆するための専門知識、アカデミックスキルを身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文のテーマに関連する先行研究を講読する。 

研究計画を発表する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 基礎文献講読 

3. 基礎文献講読 

4. 研究計画発表 

5. 研究計画発表 

6. 基礎文献講読 

7. 基礎文献講読 

8. 研究計画発表 

9. 研究計画発表 

10. 基礎文献講読 

11. 基礎文献講読 

12. 研究計画発表 

13. 研究計画発表 

14. 振り返りとまとめ 

 

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。 

自分の研究テーマに関連する先行研究を読む。 

 

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） 

授業時において適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業時において適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■VV005 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導演習Ａ 

(Master's Thesis Seminar A) 

担当者名 

（Instructor） 
河合 優子(KAWAI YUKO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文を書くため具体的なプロセスと方法、およびルールや形式を学ぶことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、まず研究とは何かについて考え、研究課題の設定、適切な理論・概念的枠組みの設定、先行研究文献調査の方

法、文献の読み方、研究方法の設定、データ収集の方法、分析の方法など修士論文を書くための具体的なプロセスと方法および

ルールや形式について学び、それを各自の研究で活用できるようにしていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究とは何か 

2. 論文とは 

3. 研究課題の設定 

4. 理論・概念的枠組みの設定 

5. 先行研究文献調査 

6. 文献収集 

7. 文献の読み方 

8. 引用スタイルと文献リスト 

9. 研究方法の設定 

10. データ収集 

11. 分析とは 

12. 論文を書くこと 

13. 研究発表とは 

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・授業参加貢献度(50%)/報告・提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

提出物には必ずフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■VV006 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導演習Ａ 

(Master's Thesis Seminar A) 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、修士論文・課題研究作成に向けて、研究と論述の基本的な手法を習得することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コミュニケーション関連科目、その他、各自の研究領域に関連する科目の履修によって得られる専門知識の習得・蓄積を前提と

しつつ、自らが特に関心を抱く具体的な研究テーマを設定し、それについての先行研究、課題、理論、研究方法などを充分に把

握することなどを通して、研究テーマを継続的に再検討、練磨する。随時、自らの研究テーマについての報告・発表を行い、論文

執筆に向けて具体的な知識を習得していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の概要 

2. 学術論文の構成・リサーチについて（1） 

3. 学術論文の構成・リサーチについて（2） 

4. 学術論文の構成・リサーチについて（3） 

5. 研究テーマについて（1） 

6. 研究テーマについて（2） 

7. 研究テーマについて（3） 

8. 調査法について（1） 

9. 調査法について（2） 

10. 調査法について（3） 

11. 理論的枠組・分析方法について（1） 

12. 理論的枠組・分析方法について（2） 

13. 理論的枠組・分析方法について（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） 

授業参加度(50%)/報告・提出物など(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教室にて配付 

 

参考文献（Readings） 

教室にて指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なし 

 

注意事項（Notice） 
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■VV008 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導演習Ａ 

(Master's Thesis Seminar A) 

担当者名 

（Instructor） 
森 聡美(MORI SATOMI) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けて，研究テーマ，研究方法の明確化を図るとともに，論文執筆の方法等，論文作成に必要な基礎知識と能

力を身につけ，論文執筆を実践する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

バイリンガリズム関連科目ならびにその研究領域に関連する科目の履修によって得られる専門知識を踏まえながら，関心を有す

るテーマについて内外の先行研究の現状，課題および研究方法を把握し，各自の研究テーマへと集約させていく。さらに，受講

者に研究テーマに即した研究発表をしてもらいながら，論文執筆に関する具体的な指導をしていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導１ 

3. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導２ 

4. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導３ 

5. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導４ 

6. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導５ 

7. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導６ 

8. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導７ 

9. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導８ 

10. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導９ 

11. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導１０ 

12. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導１１ 

13. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導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） 

出席および授業への参加度（討論・質疑応答など）(50%)/報告およびレポートなどの提出物・各種テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

指導の中で，担当教員が適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV009 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導演習Ａ 

(Master's Thesis Seminar A) 

担当者名 

（Instructor） 
師岡 淳也(MOROOKA JUNYA) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けて，研究テーマ，研究方法の明確化を図るとともに，論文執筆の方法等，論文作成に必要な基礎知識と能

力を身につけ，論文執筆を実践する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コミュニケーション論関連科目ならびにその研究領域に関連する科目の履修によって得られる専門知識を踏まえながら，関心を

有するテーマについて内外の先行研究の現状，課題および研究方法を把握し，各自の研究テーマへと集約させていく。さらに，

受講者に研究テーマに即した研究発表をしてもらいながら，論文執筆に関する具体的な指導をしていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 研究の進め方（1） 

3. 研究の進め方（2） 

4. 研究テーマについて（1） 

5. 研究テーマについて（2） 

6. 文献の収集方法（1） 

7. 文献の収集方法（2） 

8. 文献の引用の仕方、参考文献の様式 

9. 研究方法の検討（1） 

10. 研究方法の検討（2） 

11. 研究趣意書（リサーチプロポーザル）の作成（１） 

12. 研究趣意書（リサーチプロポーザル）の作成（２） 

13. 研究趣意書（リサーチプロポーザル）の作成（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） 

授業への参加･貢献度(50%)/報告およびレポートなどの各種提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

指導の中で，担当教員が適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV010 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導演習Ａ 

(Master's Thesis Seminar A) 

担当者名 

（Instructor） 
灘光 洋子(NADAMITSU YOKO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けて, 異文化コミュニケーション研究の基盤となる理論的枠組みや研究手法, 論述の仕方について学ぶこと

を目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

異文化コミュニケーション関連科目ならびにその研究領域に関連する科目の履修によって得られる専門知識を踏まえながら,関心

を有するテーマについて内外の先行研究の現状,課題および研究方法を把握し,各自の研究テーマへと集約させていく。さらに,受

講者に研究テーマに即した研究発表をしてもらいながら,論文執筆に関する具体的な指導をしていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究テーマについて（１） 

3. 研究テーマについて（２） 

4. 研究テーマについて（３） 

5. 先行研究について（１） 

6. 先行研究について（２） 

7. 先行研究について（３） 

8. 研究方法について（１） 

9. 研究方法について（２） 

10. 研究方法について（３） 

11. 論文の構成（１） 

12. 論文の構成（２） 

13. 論文の構成（３） 

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(50%)/報告・提出物など(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

指導の中で,担当教員が適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導演習Ａ 

(Master's Thesis Seminar A) 

担当者名 

（Instructor） 
奥野 克巳(OKUNO KATSUMI) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けて、研究テーマ、研究方法の明確化を図るとともに、論文執筆の方法等、論文作成に必要な基礎知識と能

力を身につけ、論文執筆を進める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化人類学関連科目の履修によって得られる専門知識を踏まえて、関心を有するテーマについて国内外の先行研究の現状、課

題および研究方法を把握し、 各自の研究テーマへと高めていく。また、研究テーマに即した研究発表をしてもらいながら、論文執

筆に関する具体的な指導をしていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入、授業の概要 

2. 論文執筆指導（１） 

3. 論文執筆指導（２） 

4. 論文執筆指導（３） 

5. 論文執筆指導（４） 

6. 論文執筆指導（５） 

7. 論文執筆指導（６） 

8. 論文執筆指導（７） 

9. 論文執筆指導（８） 

10. 論文執筆指導（９） 

11. 論文執筆指導（１０） 

12. 論文執筆指導（１１） 

13. 論文執筆指導（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） 

出席および授業参加態度(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

指導の中で適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導演習Ａ 

(Master's Thesis Seminar A) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 里美(TAKAHASHI SATOMI) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文の研究テーマおよび研究方法を明確にするとともに，論文執筆の方法等，論文作成に必要な基礎知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

第二言語習得およびその関連領域のテーマを修士論文で扱いたい者を対象とする。修士論文の研究テーマを絞り込み，そのテ

ーマについての先行研究の現状，課題および研究方法を把握する。さらに，論文の形式や引用の仕方など，論文執筆に関する

基礎的な事項について指導していく。当演習は，情報検索や論文構成に関する授業を除き，基本的に個別指導とするが，随時，

受講者間の討議も入れていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文献収集の方法 

3. 個別指導：研究テーマについて（１） 

4. 個別指導：研究テーマについて（２） 

5. 個別指導：先行研究（１） 

6. 個別指導：先行研究（２） 

7. 個別指導：先行研究（３） 

8. 個別指導：研究方法（１） 

9. 個別指導：研究方法（２） 

10. 個別指導：研究方法（３） 

11. 論文の構成（１） 

12. 論文の構成（２） 

13. 個別指導：プロポーザル作成について 

14. 総括 

 

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

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（討論，質疑応答など）(50%)/報告およびレポートなどの提出物，各種テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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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■VV014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導演習Ａ 

(Master's Thesis Seminar A) 

担当者名 

（Instructor） 
武田 珂代子(TAKEDA KAYOKO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

通訳翻訳分野に関連する修士論文あるいは課題研究への取り組みに向けて、基盤となる翻訳通訳理論および研究方法論の全

体像を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

通訳翻訳分野に関連する修士論文あるいは課題研究への取り組みに向けて、基盤となる主な翻訳通訳理論および研究方法論

を学び、受講者が関心を持つ分野における主要文献を通してそれらの応用例を確認する。課題研究については、翻訳実作など

制作物の対象の選定、方法、制作プロセス、理論的考察などについて初期的議論を行う。翻訳通訳の実践と研究との関係につ

いて、事例を用いて議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（レポート・論文の構成、スタイルガイド） 

2. 通訳翻訳関連の修士論文・課題研究の事例 

3. 翻訳通訳理論の概要 1 

4. 翻訳通訳理論の概要 2 

5. 翻訳通訳研究の方法論 1 

6. 翻訳通訳研究の方法論 2 

7. 翻訳実践と研究 1 

8. 翻訳実践と研究 2 

9. 通訳実践と研究 1 

10. 通訳実践と研究 2 

11. 文献の検索方法 

12. 学生による研究・課題計画発表 1 

13. 学生による研究・課題計画発表 2 

14. まとめ 

 

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

授業内で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッション参加度(30%)/授業内発表(30%)/論文・課題研究の計画書または先行文献レビュー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 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、適宜資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Booth, W. C. et al.. 2008. The Craft of Research. The University of Chicago Press (ISBN:0226065669) 

2. Williams, J. and Chesterman, A. 2002. The Map: A beginner's guide to doing research in translation studies. St. Jerome 

(ISBN:1900650541) 

3. ピム・A、2010、『翻訳理論の探求』、みすず書房 (ISBN:4622075180) 

4. Saldanha, G. & O'Brien, S.. 2013.  Research Methodologies in Translation Studies. St. Jerome (ISBN:9781909485006) 

その他，受講者の研究テーマに応じて助言する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

TI@Rikkyo http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ti-rikkyo/ 

Kayoko Takeda's publications  http://works.bepress.com/kayoko_takeda/ 

 

注意事項（Notice） 
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■VV015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導演習Ａ 

(Master's Thesis Seminar A) 

担当者名 

（Instructor） 
鳥飼 慎一郎(TORIKAI SHINICHIRO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が修士論文の完成を目指して、調査研究を鋭意進める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が提出した研究計画書に基づいて、修士論文作成のための指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書の説明と確認 

2. 研究計画書に沿った基本的な指導および修士論文作成指導１ 

3. 研究計画書に沿った基本的な指導および修士論文作成指導２ 

4. 研究計画書に沿った基本的な指導および修士論文作成指導３ 

5. 研究計画書に沿った基本的な指導および修士論文作成指導４ 

6. 春学期口頭発表会の準備 

7. 春学期口頭発表会 

8. 研究計画書に沿った基本的な指導および修士論文作成指導５ 

9. 研究計画書に沿った基本的な指導および修士論文作成指導６ 

10. 研究計画書に沿った基本的な指導および修士論文作成指導７ 

11. 研究計画書に沿った基本的な指導および修士論文作成指導８ 

12. 春学期最終口頭発表会の準備 

13. 春学期最終口頭発表会 

14. 春学期最終報告書の提出と夏休み中の研究計画の説明 

 

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

 修士課程２年生の中間口頭発表回には必ず出席すること。来年は君たちの番です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

春学期中間口頭発表(10%)/春学期中間報告書(30%)/春学期最終口頭発表(20%)/春学期最終報告書(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

個別の修士論文作成指導の中で随時指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Quirk, et at. 1985. A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman (ISBN:0-582-51734-6) 

2. Biber, et al. 1999. Longman Grammar of Spoken and Written English. Longman (ISBN:0-582-23725-4) 

3. Huddleston, et al. 2002. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University Press (ISBN:978-0-521-

43146-0) 

個別の修士論文作成指導の中で随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休みの最後の週に学部生徒と合同で夏合宿を行います。必ず参加し、学部生の模範となるような発表を行うとともに、学部生

の発表や研究について先輩という立場から助言をしてあげてください。 

 

国内外から講師を招聘して講演会を開催する予定です。参加すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■VV016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導演習Ａ 

(Master's Thesis Seminar A) 

担当者名 

（Instructor） 
松下 佳世(MATSUSHITA KAYO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

通訳翻訳分野で修士論文や課題研究に取り組むにあたって必要となる基礎的知識を身につけ、自ら関心を持ったテーマについ

て適切な方法論に基づいた予備的調査を行い、成果を発表する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

通訳翻訳分野で修士論文を執筆または課題研究を実施するための土台作りとして、前半は、過去のプロジェクトを参考にしなが

ら、研究への取り組み方を段階を追って学ぶ。これらの理解に基づき、中間報告では、自らの研究の構想を発表し、今後の研究

の方向性を示す。後半は、実際に予備的調査を実施し、その中で出てきた課題についてディスカッションを交えながら考えを深め

る。学期末には、学びの成果を研究発表の形で共有するとともに、研究報告書にまとめて、修士論文・課題研究の本格実施に向

けた道筋をつける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文・課題研究とは 

2. 通訳翻訳分野におけるこれまでの修士論文・課題研究 

3. テーマ設定の方法およびリサーチ・クエスチョンの立て方 

4. 資料の検索方法と先行研究の調べ方 

5. 研究方法と理論的枠組みの検討 

6. データの集め方と分析の手法 

7. 中間報告（構想発表） 

8. 予備的調査の実施１ 

9. 予備的調査の実施２ 

10. 調査結果の報告とディスカッション１ 

11. 調査結果の報告とディスカッション２ 

12. 研究発表の方法 

13. 学生による研究発表とフィードバック 

14. まとめと研究報告書の提出 

 

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

授業内で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席とディスカッションへの貢献(30%)/授業内発表(30%)/研究報告書(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて、適宜資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV018 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導演習Ａ 

(Master's Thesis Seminar A) 

担当者名 

（Instructor） 
浜崎 桂子(HAMAZAKI KEIKO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けて，研究テーマ，研究方法の明確化を図るとともに，資料の探し方，解釈の仕方，論文執筆の具体的な方法

等，論文作成に必要な基礎知識と能力を身につけ，論文執筆を実践する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化接触、混淆の具体的現象を研究対象に、理論的枠組、分析、考察する方法、研究対象についての専門知識を踏まえなが

ら，先行研究および研究方法の動向を理解したうえで，研究テーマ，方法を具体化する。受講者は研究テーマに関連する先行研

究のレビュー，研究対象についての調査成果を発表し，議論をしながら論文執筆に関する具体的な指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 先行研究について１ 

5. 先行研究について２ 

6. 先行研究について３ 

7. 研究方法１ 

8. 研究方法２ 

9. 研究方法３ 

10. 論文の構成１ 

11. 論文の構成２ 

12. 論文の構成３ 

13. 学術的記述の方法について 

14. 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（討論，質疑応答など）(50%)/報告およびレポートなどの提出物，各種テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

指導の中で，担当教員が適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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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■VV019 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導演習Ａ 

(Master's Thesis Seminar A) 

担当者名 

（Instructor） 
イ，ヒャンジン(LEE,HYANGJIN) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像文化研究における主なトピック、理論的枠組みと分析の方法、最近の研究動向を考察し、自らの研究に結びつけることがで

きる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

多文化社会の批評としての映像文化を理解し、戦争や植民地支配の文化的記憶、移住とグローバリゼーション、ナショナリズムと

エスニシティなどの社会的テーマを扱っている作品を代表的先行研究に基づいてジェンダースタディの観点から概観する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：映像文化論、グローバルとローカル 

2. 映像文化研究におけるトピック１： 文化的記憶とアイデンティティ 

3. 映像文化研究における理論的枠組み１： 文化的記憶とアイデンティティ 

4. 映像文化研究における研究方法論１： 文化的記憶とアイデンティティ 

5. 映像文化研究におけるトピック２： 移動の政治学 

6. 映像文化研究における理論的枠組み２： 移動の政治学 

7. 映像文化研究における研究方法論２： 移動の政治学 

8. 映像文化研究におけるトピック３： ナショナリズムとエスニシティ 

9. 映像文化研究における理論的枠組み３： ナショナリズムとエスニシティ 

10. 映像文化研究における研究方法論３： ナショナリズムとエスニシティ 

11. 学生による研究発表１ 

12. 学生による研究発表２ 

13. 学生による研究発表３ 

14. 総括 

 

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

授業で扱う個々のテーマと自分の研究テーマを関連付け、自ら関係する文献を探し、報告書を作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度（報告書、討論、質疑応答など）(50%)/学期内に 3 回のミニレポート提出(30%)/最終テスト(Final 

Test)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV020 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導演習Ａ 

(Master's Thesis Seminar A) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 千歌(MARUYAMA CHIKA) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けて，研究テーマ，研究方法の明確化を図るとともに，資料の探し方，論文執筆の具体的な方法等，論文作成

に必要な基礎知識と能力を身につけ，論文執筆を実践する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語教育関連科目および関連研究領域に関連する科目の履修によって得られる専門知識を踏まえながら，研究課題として関

心のあるテーマについて国内外の先行研究の現状，課題および研究方法を把握し，各自の研究課題の絞り込みを行う。さらに，

研究課題に即した論文に基づく研究発表を行うとともに，論文執筆に関する具体的な指導を受ける。参加者各自が，自らの研究

課題に関連する文献を積極的に探し，修士論文での位置づけを考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 先行研究について１ 

5. 先行研究について２ 

6. 先行研究について３ 

7. 研究方法１ 

8. 研究方法２ 

9. 研究方法３ 

10. 論文の構成１ 

11. 論文の構成２ 

12. 論文の構成３ 

13. 学術的記述の方法について 

14. 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参加度（討論，質疑応答など）(50%)/報告およびレポートなどの提出物，各種テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

指導の中で，担当教員が適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導演習Ａ 

(Master's Thesis Seminar A) 

担当者名 

（Instructor） 
中川 理(NAKAGAWA OSAMU) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化人類学を専攻する学生が、修士論文を完成できるように指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずは、論文の書き方を導入する。学生による研究調査計画の発表、その他の学生とのディスカッションを通じて、個々の研究を

段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：論文の書き方 1 

2. 導入：論文の書き方 2 

3. 研究調査計画発表（学生による報告とディスカッション）1 

4. 研究調査計画発表（学生による報告とディスカッション）2 

5. 研究調査計画発表（学生による報告とディスカッション）3 

6. 研究調査計画発表（学生による報告とディスカッション）4 

7. 研究調査計画発表（学生による報告とディスカッション）5 

8. 研究調査計画発表（学生による報告とディスカッション）6 

9. 研究調査計画発表（学生による報告とディスカッション）7 

10. 研究調査計画発表（学生による報告とディスカッション）8 

11. 研究調査計画発表（学生による報告とディスカッション）9 

12. 研究調査計画発表（学生による報告とディスカッション）10 

13. 研究調査計画発表（学生による報告とディスカッション）11 

14. まとめとふりかえり 

 

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） 

出席と授業内での各種発表(60%)/各種提出物(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時に、前回授業へのコメントに対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■VV031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／研究指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Seminar 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） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文の作成に向けて、研究テーマを明確化し、資料の探し方や論文執筆の方法を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文作成のための研究指導で、受講者のテーマに即して進められる。その際に、論文の問題点（テーマ）、文献の検索と分

析（データ）、論文の書き方の三つの不可欠な過程を中心に授業を行う。受講者は講義中における数回のプレゼンテーションを義

務とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 夏季休暇中の進歩の報告 

2. 文献の紹介 1 

3. 文献の紹介 2 

4. 文献の紹介 3 

5. 口頭発表 1 

6. 口頭発表 2 

7. 中間報告 1 

8. 中間報告 2 

9. 文献の紹介 1 

10. 文献の紹介 2 

11. 口頭発表 1 

12. 口頭発表 2 

13. 個別指導 

14. 最終レポートとこれからの計画 

 

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%)/口頭発表等(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業参加者のテーマに関する文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／研究指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Seminar B) 

担当者名 

（Instructor） 
ハートレー(HARTLEY ANTHONY F.) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This seminar is intended for students with an interest in data-driven research in one or more of the following fields, which share 

a common concern with determining the quality of translation: customisation and evaluation of machine translation systems; 

applications and limitations of translation technologies; designing documents to enhance (machine) translatability; collaborative 

translation and peer revision. The aim of the seminar is to guide students in building on the experience of their pilot study 

conducted in Masters Thesis Seminar A and successfully completing a thesis at Masters level. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Initially, students assess the results and limitations of their pilot studies conducted in Masters Thesis Seminar A. Subsequently, 

the seminar revolves around students’ presentations of their ongoing research and findings. 

 

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 final research questions and necessary data 

4. Student presentation and discussion 1 

5. Student presentation and discussion 2 

6. Student presentation and discussion 3 

7. Student presentation and discussion 4 

8. Interim presentations of thesis studies and results 

9. Student presentation and discussion 5 

10. Student presentation and discussion 6 

11. Student presentation and discussion 7 

12. Student presentation and discussion 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） 

Students are required to explore the relevant prior research, to define questions, gather data, design and conduct experiments – 

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 documents. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/In class discussion(40%)/Interim report(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Suggestions will be made in the light of specific questions or avenues of research. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／研究指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Seminar B) 

担当者名 

（Instructor） 
池田 伸子(IKEDA NOBUKO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けて，研究テーマ，研究方法の明確化を図るとともに，論文執筆の具体的方法等，論文作成に必要な基礎知

識と能力を身につけ，自分の論文の構成を固めることを目的とする。各自が自分の論文の基礎となる理論やモデルを適切に論

文の中に位置づけることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が集めた自分の研究テーマに関連する先行研究をどのように自分の研究に位置づけるのか，また，どの理論やモデルを自

分の研究の基礎とするのかを発表していくことで授業を進める。毎回，参加者が自分の研究についてレジュメをもとに報告し，そ

れについて他の参加者がコメントを出すという形で授業を進めるため，各自が自分の研究をしっかりと進め，毎回，進捗状況が報

告できるようにしていく必要がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 先行研究について１ 

5. 先行研究について２ 

6. 先行研究について３ 

7. 研究方法１ 

8. 研究方法２ 

9. 研究方法３ 

10. 論文の構成１ 

11. 論文の構成２ 

12. 論文の構成３ 

13. 学術的記述の方法について 

14. 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（討論，質疑応答など）(50%)/報告およびレポートなどの提出物，各種テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

指導の中で，担当教員が適宜指示する。 

 

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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■VV034 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／研究指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Seminar B) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 正子(ISHII MASAKO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文を執筆するための専門知識、アカデミックスキルを身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文のテーマに関連する先行研究を講読する。 

研究計画を発表する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 基礎文献講読 

3. 基礎文献講読 

4. 研究計画発表 

5. 研究計画発表 

6. 基礎文献講読 

7. 基礎文献講読 

8. 研究計画発表 

9. 研究計画発表 

10. 基礎文献講読 

11. 基礎文献講読 

12. 研究計画発表 

13. 研究計画発表 

14. 振り返りとまとめ 

 

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。 

自分の研究テーマに関連する先行研究を読む。 

 

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） 

授業時において適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業時において適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■VV036 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／研究指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Seminar B) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 亘(KOYAMA WATARU) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、修士論文・課題研究作成に向けて、研究と論述の基本的な手法を修得することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コミュニケーション関連科目、その他、各自の研究領域に関連する科目の履修によって得られる専門知識の習得・蓄積を前提と

しつつ、自らが特に関心を抱く具体的な研究テーマを設定し、それについての先行研究、課題、理論、研究方法などを充分に把

握することなどを通して、研究テーマを継続的に再検討、練磨する。随時、自らの研究テーマについての報告・発表を行い、論文

執筆に向けて具体的な知識を習得していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の概要 

2. 研究テーマについての検討（1） 

3. 研究テーマについての検討（2） 

4. 研究テーマについての検討（3） 

5. 研究テーマについての検討（4） 

6. 調査法についての検討（1） 

7. 調査法についての検討（2） 

8. 調査法についての検討（3） 

9. 調査法についての検討（4） 

10. 理論的枠組・分析方法についての検討（1） 

11. 理論的枠組・分析方法についての検討（2） 

12. 理論的枠組・分析方法についての検討（3） 

13. 理論的枠組・分析方法についての検討（4） 

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(50%)/報告・提出物など(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教室にて配付 

 

参考文献（Readings） 

教室にて指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なし 

 

注意事項（Notice） 
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■VV038 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／研究指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Seminar B) 

担当者名 

（Instructor） 
森 聡美(MORI SATOMI) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けて，研究テーマ，研究方法の明確化を図るとともに，論文執筆の方法等，論文作成に必要な基礎知識と能

力を身につけ，論文執筆を実践する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

バイリンガリズム関連科目ならびにその研究領域に関連する科目の履修によって得られる専門知識を踏まえながら，関心を有す

るテーマについて内外の先行研究の現状，課題および研究方法を把握し，各自の研究テーマへと集約させていく。さらに，受講

者に研究テーマに即した研究発表をしてもらいながら，論文執筆に関する具体的な指導をしていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導１ 

3. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導２ 

4. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導３ 

5. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導４ 

6. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導５ 

7. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導６ 

8. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導７ 

9. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導８ 

10. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導９ 

11. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導１０ 

12. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導１１ 

13. 研究テーマ設定・研究計画立案・論文執筆の指導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） 

出席および授業への参加度（討論・質疑応答など）(50%)/報告およびレポートなどの提出物・各種テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

指導の中で，担当教員が適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV039 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／研究指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Seminar B) 

担当者名 

（Instructor） 
師岡 淳也(MOROOKA JUNYA) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けて，研究テーマ，研究方法の明確化を図るとともに，論文執筆の方法等，論文作成に必要な基礎知識と能

力を身につけ，論文執筆を実践する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コミュニケーション論関連科目ならびにその研究領域に関連する科目の履修によって得られる専門知識を踏まえながら，関心を

有するテーマについて内外の先行研究の現状，課題および研究方法を把握し，各自の研究テーマへと集約させていく。さらに，

受講者に研究テーマに即した研究発表をしてもらいながら論文執筆に関する具体的な指導をしていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 論文執筆指導（１） 

3. 論文執筆指導（２） 

4. 論文執筆指導（３） 

5. 論文執筆指導（４） 

6. 論文執筆指導（５） 

7. 論文執筆指導（６） 

8. 論文執筆指導（７） 

9. 論文執筆指導（８） 

10. 論文執筆指導（９） 

11. 論文執筆指導（１０） 

12. 論文執筆指導（１１） 

13. 論文執筆指導（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） 

授業への参加･貢献度(50%)/報告およびレポートなどの各種提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

指導の中で，担当教員が適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV040 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／研究指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Seminar B) 

担当者名 

（Instructor） 
灘光 洋子(NADAMITSU YOKO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けて,研究テーマ,研究方法の明確化を図るとともに,論文執筆の方法等,論文作成に必要な基礎知識と能力を

身につけ,論文執筆を実践する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

異文化コミュニケーション論関連科目ならびにその研究領域に関連する科目の履修によって得られる専門知識を踏まえながら,関

心を有するテーマについて内外の先行研究の現状,課題および研究方法を把握し,各自の研究テーマへと集約させていく。さらに,

受講者に研究テーマに即した研究発表をしてもらいながら論文執筆に関する具体的な指導をしていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 理論的枠組み・分析方法（１） 

3. 理論的枠組み・分析方法（２） 

4. 理論的枠組み・分析方法（３） 

5. 論文執筆指導（1） 

6. 論文執筆指導（2） 

7. 論文執筆指導（3） 

8. 論文執筆指導（4） 

9. 論文執筆指導（5） 

10. 論文執筆指導（6） 

11. 論文執筆指導（7） 

12. 中間発表（１） 

13. 中間発表（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(50%)/報告・提出物など(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

指導の中で,担当教員が適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／研究指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Seminar B) 

担当者名 

（Instructor） 
奥野 克巳(OKUNO KATSUMI) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けて、研究テーマ、研究方法の明確化を図るとともに、論文執筆の方法等、論文作成に必要な基礎知識と能

力を身につけ、論文執筆を進める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化人類学関連科目の履修によって得られる専門知識を踏まえて、関心を有するテーマについて国内外の先行研究の現状、課

題および研究方法を把握し、 各自の研究テーマへと高めていく。また、研究テーマに即した研究発表をしてもらいながら、論文執

筆に関する具体的な指導をしていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入、授業の概要 

2. 論文執筆指導（１） 

3. 論文執筆指導（２） 

4. 論文執筆指導（３） 

5. 論文執筆指導（４） 

6. 論文執筆指導（５） 

7. 論文執筆指導（６） 

8. 論文執筆指導（７） 

9. 論文執筆指導（８） 

10. 論文執筆指導（９） 

11. 論文執筆指導（１０） 

12. 論文執筆指導（１１） 

13. 論文執筆指導（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） 

出席および授業参加態度(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

指導の中で適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／研究指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Seminar B) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 里美(TAKAHASHI SATOMI) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文の研究テーマおよび研究方法に基づいて予備調査を実施し，データ分析を行い，修士論文研究の本調査に向けて態勢

を整える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

第二言語習得およびその関連領域の研究テーマに関する修士論文の作成に向けて，具体的な指導をしていく。研究テーマおよ

び研究方法の確定後、予備調査を実施し、データ分析を行い，本調査の準備をする。また，今学期末までに，修士論文の序論お

よび先行研究レビューの執筆を終了させることを目指す。当演習は，基本的に各自の研究テーマに沿った個別指導とするが，随

時，受講者間の討議も入れていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 研究調査等の個別指導（１） 

3. 研究調査等の個別指導（２） 

4. 研究調査等の個別指導（３） 

5. 研究調査等の個別指導（４） 

6. 研究調査等の個別指導（５） 

7. 研究調査等の個別指導（６） 

8. 研究調査等の個別指導（７） 

9. 研究調査等の個別指導（８） 

10. 研究調査等の個別指導（９） 

11. 論文執筆の個別指導（１） 

12. 論文執筆の個別指導（２） 

13. 論文執筆の個別指導（３） 

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） 

授業への参加度（討論，質疑応答など）(50%)/報告およびレポートなどの提出物，各種テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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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■VV045 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／研究指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Seminar B) 

担当者名 

（Instructor） 
鳥飼 慎一郎(TORIKAI SHINICHIRO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究計画に沿って修士論文の執筆を進める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が提出した研究計画書に基づいて、修士論文作成のための指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 夏休みの研究成果報告と秋学期の研究計画の説明 

2. 研究計画書に沿った発展的な指導および修士論文作成指導１ 

3. 研究計画書に沿った発展的な指導および修士論文作成指導２ 

4. 研究計画書に沿った発展的な指導および修士論文作成指導３ 

5. 研究計画書に沿った発展的な指導および修士論文作成指導４ 

6. 秋学期中間口頭発表への準備 

7. 秋学期中間口頭発表会 

8. 研究計画書に沿った発展的な指導および修士論文作成指導５ 

9. 研究計画書に沿った発展的な指導および修士論文作成指導６ 

10. 研究計画書に沿った発展的な指導および修士論文作成指導７ 

11. 研究計画書に沿った発展的な指導および修士論文作成指導８ 

12. 秋学期最終口頭発表への準備 

13. 秋学期最終口頭発表会 

14. 秋学期最終報告書の提出準備 

 

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

学外の講師による公開講演会が開講されるので、参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

秋学期中間発表(10%)/秋学期中間報告書(30%)/秋学期最終発表会(20%)/秋学期最終報告書(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

個別の修士論文作成指導の中で随時指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Quirk、 et at. 1985. A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman (ISBN:0-582-51734-6) 

2. Biber, et al. 1999. Longman Grammar of Spoken and Written English. Longman (ISBN:0-582-23725-4) 

3. Huddleston, et al. 2002. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University Press (ISBN:978-0-521-

43146-0) 

個別の修士論文作成指導の中で随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休みの最後の週に学部生徒と合同で夏合宿を行います。必ず参加し、学部生の模範となるような発表を行うとともに、学部生

の発表や研究について先輩という立場から助言をしてあげてください。 

 

国内外から専門家を招聘して、講演会を開催する予定です。参加すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■VV046 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／研究指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Seminar B) 

担当者名 

（Instructor） 
松下 佳世(MATSUSHITA KAYO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に学んだことを土台に、２年次以降の修士論文の執筆あるいは課題研究の実施に向け、研究テーマを絞り込み、完成に

向けた研究計画を作成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

通訳翻訳分野に関連する修士論文あるいは課題研究に取り組む。共通の課題に基づいたディカッションのほか、各自の研究・課

題計画ならびに進捗状況に応じて、個別に指導を受ける。 成果を発表し、報告書にまとめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 進捗状況の確認 

2. 先行研究の分析１ 

3. 先行研究の分析２ 

4. 先行研究の分析３ 

5. テーマとリサーチクエスチョンの設定 

6. 集めたデータの分析１ 

7. 集めたデータの分析２ 

8. 集めたデータの分析３ 

9. 分析結果の考察とディスカッション１ 

10. 分析結果の考察とディスカッション２ 

11. 分析結果の考察とディスカッション３ 

12. 学生による研究発表とフィードバック１ 

13. 学生による研究発表とフィードバック２ 

14. まとめと研究報告書の提出 

 

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

授業内で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席とディスカッションへの貢献(30%)/授業内発表(30%)/研究報告書(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて、適宜資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各週ごとの学習内容や課題は、受講者の特性や人数、研究テーマによって臨機応変に変更される。不明点は直接教員まで連絡

のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■VV048 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／研究指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Seminar B) 

担当者名 

（Instructor） 
浜崎 桂子(HAMAZAKI KEIKO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けて，研究テーマ，研究方法の明確化を図るとともに，資料の探し方，解釈の仕方，論文執筆の具体的な方法

等，論文作成に必要な基礎知識と能力を身につけ，論文執筆を実践する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化接触、混淆の具体的現象を研究対象に，理論的枠組，分析，考察する方法，対象についての専門知識を踏まえながら，先

行研究，および研究方法の動向を理解したうえで，研究テーマ、方法を具体化する。受講者は研究テーマに関連する先行研究の

レビュー，研究対象についての調査成果を発表し，議論をしながら論文執筆に関する具体的な指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 先行研究について１ 

5. 先行研究について２ 

6. 先行研究について３ 

7. 研究方法１ 

8. 研究方法２ 

9. 研究方法３ 

10. 論文の構成１ 

11. 論文の構成２ 

12. 論文の構成３ 

13. 学術的記述の方法について 

14. 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（討論，質疑応答など）(50%)/報告およびレポートなどの提出物，各種テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

指導の中で，担当教員が適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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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■VV049 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／研究指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Seminar B) 

担当者名 

（Instructor） 
イ，ヒャンジン(LEE,HYANGJIN) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像文化研究における主なトピック、理論的枠組みと分析の方法、最近の研究動向を考察し、自らの研究に結びつけることがで

きる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

多文化社会の批評としての映像文化を理解し、戦争や植民地支配の文化的記憶、移住とグローバリゼーション、ナショナリズムと

エスニシティなどの社会的テーマを扱っている作品を代表的先行研究に基づいてジェンダースタディの観点から概観する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：映像文化論、グローバルとローカル 

2. 映像文化研究におけるトピック１： 文化的記憶とアイデンティティ 

3. 映像文化研究における理論的枠組み１： 文化的記憶とアイデンティティ 

4. 映像文化研究における研究方法論１： 文化的記憶とアイデンティティ 

5. 映像文化研究におけるトピック２： 移動の政治学 

6. 映像文化研究における理論的枠組み２： 移動の政治学 

7. 映像文化研究における研究方法論２： 移動の政治学 

8. 映像文化研究におけるトピック３： ナショナリズムとエスニシティ 

9. 映像文化研究における理論的枠組み３： ナショナリズムとエスニシティ 

10. 映像文化研究における研究方法論３： ナショナリズムとエスニシティ 

11. 学生による研究発表１ 

12. 学生による研究発表２ 

13. 学生による研究発表３ 

14. 総括 

 

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

授業で扱う個々のテーマと自分の研究テーマを関連付け、自ら関係する文献を探し、報告書を作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度（報告書、討論、質疑応答など）(50%)/学期内に 3 回のミニレポート提出(30%)/最終テスト(Final 

Test)(20%) 

 

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） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV050 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／研究指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Seminar B) 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けて，研究テーマ，研究方法の明確化を図るとともに，論文執筆の具体的方法等，論文作成に必要な基礎知

識と能力を身につけ，自分の論文の構成を固めることを目的とする。各自が自分の論文の基礎となる理論やモデルを適切に論

文の中に位置づけることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が集めた自分の研究テーマに関連する先行研究をどのように自分の研究に位置づけるのか，また，どの理論やモデルを自

分の研究の基礎とするのかを発表していくことで授業を進める。毎回，参加者が自分の研究についてレジュメをもとに報告し，そ

れについて他の参加者がコメントを出すという形で授業を進めるため，各自が自分の研究をしっかりと進め，毎回，進捗状況が報

告できるようにしていく必要がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 先行研究について１ 

5. 先行研究について２ 

6. 先行研究について３ 

7. 研究方法１ 

8. 研究方法２ 

9. 研究方法３ 

10. 論文の構成１ 

11. 論文の構成２ 

12. 論文の構成３ 

13. 学術的記述の方法について 

14. 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参加度（討論，質疑応答など）(50%)/報告およびレポートなどの提出物，各種テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

指導の中で，担当教員が適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 35 - 

■VV061 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／修士論文指導演習Ａ 

(Master's Thesis Supervision A) 

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） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成のための指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文作成のための資料検索、テーマの決定のために指導する． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究入門 

2. 資料収集方法 

3. 学生レポート （オーラル） 

4. 学生レポート（オーラル） 

5. 学生レポート（オーラル） 

6. 学生レポート（オーラル） 

7. 中間レポート（数頁のレポートを提出） 

8. レポートに関してのディスカッション 

9. 国会図書館 

10. 学生レポート（オーラル） 

11. 学生レポート（オーラル） 

12. 学生レポート（オーラル） 

13. 最終レポート 

14. レポートに関してのディスカッション 

 

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

資料収集等 

 

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%)/ゼミ参加(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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■VV062 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／修士論文指導演習Ａ 

(Master's Thesis Supervision A) 

担当者名 

（Instructor） 
ハートレー(HARTLEY ANTHONY F.) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This seminar is intended for students with an interest in data-driven research in one or more of the following fields, which share 

a common concern with determining the quality of translation: customisation and evaluation of machine translation systems; 

applications and limitations of translation technologies; designing documents to enhance (machine) translatability; collaborative 

translation and peer revision. The aim of the seminar is to guide students in building on the experience of their initial research 

conducted in Masters Thesis Seminar B and successfully completing a thesis at Masters level. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Initially, students assess the results and limitations of their initial research conducted in Masters Thesis Seminar B. 

Subsequently, the seminar revolves around students’ presentations of their ongoing research and findings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Reflections on the limitations of progress to date 1 

2. Reflections on the limitations of progress to date 2 

3. Identification of final research questions, necessary data and schedule 

4. Student presentation and discussion 1 

5. Student presentation and discussion 2 

6. Student presentation and discussion 3 

7. Student presentation and discussion 4 

8. Interim presentations of thesis studies and results 

9. Student presentation and discussion 5 

10. Student presentation and discussion 6 

11. Student presentation and discussion 7 

12. Student presentation and discussion 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） 

Students are required to explore the relevant prior research, to define questions, gather data, design and conduct experiments, 

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 documents. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/In class discussion(40%)/Interim report(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Suggestions will be made in the light of specific questions or avenues of research. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV063 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／修士論文指導演習Ａ 

(Master's Thesis Supervision A) 

担当者名 

（Instructor） 
池田 伸子(IKEDA NOBUKO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業の目標は、受講者が各自の修士論文を完成させるために必要な知識やスキルを身につけることである。具体的には、受

講者が各自設定したテーマについて理解を深め、研究デザイン、研究方法についての知見を深めることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者が設定した研究テーマを遂行するために必要な文献購読、研究を進めるための調査や実験のデザインに対する指導を中

心に行う。毎回の授業は、受講者がそれまで進めた研究報告を軸として行う。また、言語教育研究、言語研究に利用される調査

や実験方法について具体例を示しながら説明するとともに、統計を使った分析方法の基礎も概観する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、修士論文とは何か 

2. 学術論文の構成 

3. 理論および先行研究の重要性 

4. 研究をデザインする 

5. 調査① 

6. 調査② 

7. 実験① 

8. 実験② 

9. 統計分析① 

10. 統計分析② 

11. 結果の書き方 

12. 分析、考察の書き方 

13. 最終報告会① 

14. 最終報告会② 

 

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

各自、設定した研究テーマに沿って、文献調査を主体的に進め、毎回の授業には進捗状況を報告できるようにしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の進捗報告(40%)/最終報告書(40%)/進捗報告プレゼン(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業で適宜紹介する。 

 

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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■VV064 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／修士論文指導演習Ａ 

(Master's Thesis Supervision A) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 正子(ISHII MASAKO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文の研究テーマと目的、問い、方法論の設定、内容の分析、考察の導き方などを指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文執筆指導 1 

2. 修士論文執筆指導 2 

3. 修士論文執筆指導 3 

4. 修士論文執筆指導 4 

5. 修士論文執筆指導 5 

6. 修士論文執筆指導 6 

7. 修士論文執筆指導 7 

8. 修士論文執筆指導 8 

9. 修士論文執筆指導 9 

10. 修士論文執筆指導 10 

11. 修士論文執筆指導 11 

12. 修士論文執筆指導 12 

13. 修士論文執筆指導 13 

14. 修士論文執筆指導 14 

 

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

授業において適宜示す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/授業における報告発表(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業において適宜紹介する。 

 

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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■VV065 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／修士論文指導演習Ａ 

(Master's Thesis Supervision A) 

担当者名 

（Instructor） 
河合 優子(KAWAI YUKO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文完成に向けて先行研究文献調査を進め、データ収集・分析の方法など論文執筆に必要な知識と能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

異文化コミュニケーション論関連科目ならびにその研究領域に関連する科目の履修によって得られる専門知識を踏まえながら、

各自の研究テーマの先行研究文献調査およびデータ収集・分析を進めてもらい、それを報告してもらいながら修士論文完成のた

めの具体的な指導をしていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文指導（１） 

2. 論文指導（２） 

3. 論文指導（３） 

4. 論文指導（４） 

5. 論文指導（５） 

6. 論文指導（６） 

7. 論文指導（７） 

8. 論文指導（８） 

9. 論文指導（９） 

10. 論文指導（１０） 

11. 論文指導（１１） 

12. 論文指導（１２） 

13. 論文指導（１３） 

14. 論文指導（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） 

出席・授業参加貢献度(50%)/報告・提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業で指示する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

提出物には必ずフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■VV066 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／修士論文指導演習Ａ 

(Master's Thesis Supervision A) 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、修士論文・課題研究に関する調査・作成を行い、その手法を習得することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士課程一年次に行った研究の成果（テーマ・方法論・研究デザインの設定、文献調査、データ収集とその分析など）を報告・検

討した上で、主に個別指導を通して、データ収集や文献調査を継続し、必要ならばテーマ・研究デザイン等を適宜、修正する。中

間報告会までに研究の大枠の構築を完了し、それに基づき、中間報告会後は、中間報告会で得たコメントなども参考に研究を修

正・継続するとともに、修士論文・課題研究の草稿の執筆を開始する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概要 

2. 学術論文の構成・リサーチについて（1） 

3. 学術論文の構成・リサーチについて（2） 

4. 学術論文の構成・リサーチについて（3） 

5. 研究テーマについて（1） 

6. 研究テーマについて（2） 

7. 研究テーマについて（3） 

8. 調査法について（1） 

9. 調査法について（2） 

10. 調査法について（3） 

11. 理論的枠組・分析方法について（1） 

12. 理論的枠組・分析方法について（2） 

13. 理論的枠組・分析方法について（3） 

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） 

授業参加度(50%)/報告・提出物など(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教室にて配付 

 

参考文献（Readings） 

教室にて指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV068 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／修士論文指導演習Ａ 

(Master's Thesis Supervision A) 

担当者名 

（Instructor） 
森 聡美(MORI SATOMI) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

バイリンガリズム・言語習得に関する修士論文の作成に向けて、文献をさらに読み進めながら、研究方法や結果の解釈、考察の

導き方等を身につけ、論文執筆を実践する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者の研究計画に基づき、研究テーマに関する最新の文献を読み進めるのと同時に、研究方法の確認、データ収集ならびに

データ分析についての進捗報告を繰り返すことで研究を進めていく。結果の解釈や考察の方法についても討論をしながら指導を

していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 研究方法の確認１ 

3. 研究方法の確認２ 

4. データ収集とデータ分析（進捗報告）１ 

5. データ収集とデータ分析（進捗報告）２ 

6. データ収集とデータ分析（進捗報告）３ 

7. データ収集とデータ分析（進捗報告）４ 

8. 中間発表準備１ 

9. 中間発表準備２ 

10. データ収集とデータ分析（進捗報告）５ 

11. データ収集とデータ分析（進捗報告）６ 

12. 結果の解釈と考察１ 

13. 結果の解釈と考察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） 

出席および授業への参加度（討論、質疑応答など）(50%)/報告およびレポートなどの提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

指導の中で，担当教員が適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV069 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／修士論文指導演習Ａ 

(Master's Thesis Supervision A) 

担当者名 

（Instructor） 
師岡 淳也(MOROOKA JUNYA) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでの成果を踏まえながら、引き続き文献調査、データ収集･分析、執筆作業を進めていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各受講者の研究プロジェクトの進捗状況を踏まえながら、修士論文･課題研究の完成に向けて、適宜、個別指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文指導（1） 

2. 論文指導（2） 

3. 論文指導（3） 

4. 論文指導（4） 

5. 論文指導（5） 

6. 論文指導（6） 

7. 論文指導（7） 

8. 論文指導（8） 

9. 論文指導（9） 

10. 論文指導（10） 

11. 論文指導（11） 

12. 論文指導（12） 

13. 論文指導（13） 

14. 論文指導（14） 

 

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

科目の性質上、授業外での受講者の積極的かつ自発的な取り組みが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加･貢献度(50%)/各種提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくになし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV070 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／修士論文指導演習Ａ 

(Master's Thesis Supervision A) 

担当者名 

（Instructor） 
灘光 洋子(NADAMITSU YOKO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が設定した研究テーマについて, 教員の指導の下に個別研究を実施し、修士論文につながる成果をまとめられるようにする

こと。 

 

授業の内容（Course Contents） 

これまでの進捗状況を踏まえ, 理論および研究方法の妥当性を検討しつつ, データの収集, 分析について個別に指導する。計

画的かつ発展的に研究を遂行できるよう, 適宜助言を与える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. これまでの成果の報告 

2. 研究テーマの設定 

3. 理論的枠組みの検討と設定 

4. 研究方法の検討と設定 

5. 先行研究のまとめ（１） 

6. 先行研究のまとめ（２） 

7. 先行研究のまとめ（３） 

8. データ収集と検討（１） 

9. データ収集と検討（２） 

10. データ収集と検討（３） 

11. 問題点の検討（１） 

12. 問題点の検討（２） 

13. 中間報告 

14. これまでのまとめ 

 

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

テーマに関連する文献の収集, 論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/報告・提出物など(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜関連する文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV072 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／修士論文指導演習Ａ 

(Master's Thesis Supervision A) 

担当者名 

（Instructor） 
奥野 克巳(OKUNO KATSUMI) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けて、研究テーマ、研究方法の明確化を図るとともに、論文執筆の方法等、論文作成に必要な基礎知識と能

力を身につけ、論文執筆を進める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

関心を有するテーマについて国内外の先行研究の現状、課題および研究方法を把握し、 各自の研究テーマへと高めていく。ま

た、研究テーマに即した研究発表をしてもらいながら、論文執筆に関する具体的な指導をしていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入、授業の概要 

2. 論文執筆指導（１） 

3. 論文執筆指導（２） 

4. 論文執筆指導（３） 

5. 論文執筆指導（４） 

6. 論文執筆指導（５） 

7. 論文執筆指導（６） 

8. 論文執筆指導（７） 

9. 論文執筆指導（８） 

10. 論文執筆指導（９） 

11. 論文執筆指導（１０） 

12. 論文執筆指導（１１） 

13. 論文執筆指導（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） 

出席および授業参加態度(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

指導の中で適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV073 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／修士論文指導演習Ａ 

(Master's Thesis Supervision A) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 里美(TAKAHASHI SATOMI) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文の研究テーマおよび研究方法に基づいて本調査を実施し，データ分析を行い，修士論文を執筆する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

第二言語習得およびその関連領域の研究テーマに関する修士論文の作成に向けて，具体的な指導をしていく。研究テーマおよ

び研究方法に基づいて本調査を実施し，データを分析する。今学期末までに，修士論文の先行研究レビューのアップデートととも

に，調査結果の一部について執筆を終了させることを目指す。当演習は，基本的に各自の研究テーマに沿った個別指導とする

が，随時，受講者間の討議も入れていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 研究調査等の個別指導（１） 

3. 研究調査等の個別指導（２） 

4. 研究調査等の個別指導（３） 

5. 研究調査等の個別指導（４） 

6. 研究調査等の個別指導（５） 

7. 研究調査等の個別指導（６） 

8. 論文執筆の個別指導（１） 

9. 論文執筆の個別指導（２） 

10. 論文執筆の個別指導（３） 

11. 論文執筆の個別指導（４） 

12. 論文執筆の個別指導（５） 

13. 論文執筆の個別指導（６） 

14. 論文執筆の個別指導（７） 

 

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） 

授業への参加度（討論，質疑応答など）(50%)/報告およびレポートなどの提出物，各種テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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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■VV074 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／修士論文指導演習Ａ 

(Master's Thesis Supervision A) 

担当者名 

（Instructor） 
武田 珂代子(TAKEDA KAYOKO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

通訳翻訳分野に関連する修士論文あるいは課題研究の研究計画に基づき、調査、データ収集と分析、論文執筆を進める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

通訳翻訳分野に関連する修士論文あるいは課題研究に取り組むための指導を行う。特に，文献検索，リサーチクエスチョン設

定，研究方法，理論的枠組み，データ収集・分析方法などについて，各受講者の研究テーマに応じて議論し，助言する。全受講

者対象の指導と個別指導を併用する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 研究の背景、目的、意義の確認 

3. リサーチクエスチョン（仮説）と研究方法の確認 

4. 文献検索と先行研究レビユーの確認 

5. データ収集と分析法の確認 

6. 論文構成とスタイルガイドの確認 

7. 中間報告の準備 

8. 中間報告の準備 

9. 中間報告の振り返り 

10. 個別指導 

11. 個別指導 

12. 個別指導 

13. 個別指導 

14. まとめ 

 

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

授業内で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッション参加度(25%)/授業内発表(25%)/論文・課題研究の中間報告(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 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、適宜資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Booth, W. C. et al.. 2008. The Craft of Research. The University of Chicago Press (ISBN:0226065669) 

2. Williams, J. and Chesterman, A. 2002. The Map: A beginner's guide to doing research in translation studies. St. Jerome 

(ISBN:1900650541) 

その他，受講者の研究テーマに応じて助言する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

TI@Rikkyo http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ti-rikkyo/ 

Kayoko Takeda's publications  http://works.bepress.com/kayoko_takeda/ 

 

注意事項（Notice） 
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■VV075 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／修士論文指導演習Ａ 

(Master's Thesis Supervision A) 

担当者名 

（Instructor） 
鳥飼 慎一郎(TORIKAI SHINICHIRO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の研究計画に沿って、修士論文の完成を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究計画に沿って、修士論文が完成できるよう論文指導等を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期における研究計画の発表 

2. 修士論文執筆を目的とした総合的な研究指導１ 

3. 修士論文執筆を目的とした総合的な研究指導２ 

4. 修士論文執筆を目的とした総合的な研究指導３ 

5. 修士論文執筆を目的とした総合的な研究指導４ 

6. 春学期中間口頭発表回の準備 

7. 春学期中間口頭発表会 

8. 修士論文執筆を目的とした総合的な研究指導５ 

9. 修士論文執筆を目的とした総合的な研究指導６ 

10. 修士論文執筆を目的とした総合的な研究指導７ 

11. 修士論文執筆を目的とした総合的な研究指導８ 

12. 春学期最終口頭発表回の準備 

13. 春学期最終口頭発表会 

14. 夏休みの研究計画とその指導 

 

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

学外の講師による公開講演会が開講されるので、参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/春学期最終口頭発表(30%)/春学期中間レポート(20%)/春学期中間口頭発表(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

個別の修士論文作成指導の中で随時紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Quirk, et at. 1985. A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman (ISBN:0-582-51734-6) 

2. Biber, et al. 1999. Longman Grammar of Spoken and Written English. Longman (ISBN:0-582-23725-4) 

3. Huddleston, et al. 2002. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University Press (ISBN:978-0-521-

43146-0) 

個別の修士論文作成指導の中で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休みの最後の週に学部生徒と合同で夏合宿を行います。必ず参加し、学部生の模範となるような発表を行うとともに、学部生

の発表や研究について先輩という立場から助言をしてあげてください。 

 

国内外から専門家を招聘して、講演会を開催する予定です。参加すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■VV076 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／修士論文指導演習Ａ 

(Master's Thesis Supervision A) 

担当者名 

（Instructor） 
松下 佳世(MATSUSHITA KAYO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

通訳翻訳分野に関連する修士論文ないし課題研究の完成。  

 

授業の内容（Course Contents） 

１年次の成果を踏まえ、通訳翻訳分野に関連する修士論文あるいは課題研究を完成させるために必要な指導を行う。週ごとの

指導は、人数に応じて、ディスカッションと個別指導を組み合わせた形で実施する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究の進捗報告 

2. 今後の研究計画の確認 

3. 論文の構成とスタイルについて 

4. 研究の実施と報告１ 

5. 研究の実施と報告２ 

6. 研究の実施と報告３ 

7. 中間報告の準備 

8. 中間報告の準備 

9. 中間報告の振り返り 

10. 研究の実施と報告４ 

11. 研究の実施と報告５ 

12. 研究の実施と報告６ 

13. 研究の実施と報告７ 

14. まとめと報告 

 

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

授業内で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究の進捗と成果(30%)/中間発表(30%)/最終報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で適宜通知・配布する。 

 

参考文献（Readings） 

その他、研究内容に応じて別途指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各週ごとの学習内容や課題は、受講者の特性や人数、研究テーマによって臨機応変に変更される。不明点は直接教員まで連絡

のこと。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 49 - 

■VV078 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／修士論文指導演習Ａ 

(Master's Thesis Supervision A) 

担当者名 

（Instructor） 
浜崎 桂子(HAMAZAKI KEIKO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けて，研究テーマ，研究方法の明確化を図るとともに，資料の探し方，解釈の仕方，論文の構成の組み立て方

など，執筆の具体的な方法，当該分野研究に必要な基礎知識と能力を身につけ，論文執筆を実践する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化接触、混淆の具体的現象を研究対象に、理論的枠組、分析、考察する方法、研究対象についての専門知識を踏まえなが

ら，先行研究および研究方法の動向を理解したうえで，研究テーマ，方法を具体化する。受講者は研究テーマに関連する先行研

究のレビュー，研究対象についての調査成果を発表し，議論をしながら論文執筆に関する具体的な指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 先行研究について１ 

5. 先行研究について２ 

6. 先行研究について３ 

7. 研究方法１ 

8. 研究方法２ 

9. 研究方法３ 

10. 論文の構成１ 

11. 論文の構成２ 

12. 論文の構成３ 

13. 学術的記述の方法について 

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） 

授業での議論参加度（討論，質疑応答など）(50%)/報告およびレポートなどの提出物，各種テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

指導の中で，担当教員が適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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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■VV079 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／修士論文指導演習Ａ 

(Master's Thesis Supervision A) 

担当者名 

（Instructor） 
イ，ヒャンジン(LEE,HYANGJIN) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映画研究分野に関連する修士論文あるいは課題研究の研究計画に基づき、調査、データ収集と分析、論文執筆を進める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

映画研究分野に関連する修士論文あるいは課題研究に取り組むための指導を行う。特に，文献検索，リサーチクエスチョン設

定，研究方法，理論的枠組み，データ収集・分析方法などについて，各受講者の研究テーマに応じて議論し，助言する。全受講

者対象の指導と個別指導を併用する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 研究の背景、目的、意義の確認 

3. リサーチクエスチョン（仮説）と研究方法の確認 

4. 文献検索と先行研究レビユーの確認 

5. データ収集と分析法の確認 

6. 論文構成とスタイルガイドの確認 

7. 中間報告の準備 

8. 中間報告の準備 

9. 中間報告の振り返り 

10. 個別指導 

11. 個別指導 

12. 個別指導 

13. 個別指導 

14. まとめ 

 

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

授業内で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッション参加度(25%)/授業内発表(25%)/論文・課題研究の中間報告(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. イ・ヒャンジン著、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) 

その他、適宜資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

その他，受講者の研究テーマに応じて助言する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV080 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／修士論文指導演習Ａ 

(Master's Thesis Supervision A) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 千歌(MARUYAMA CHIKA) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が設定した研究テーマについて, 教員の指導の下に個別研究を実施し、修士論文につながる成果をまとめられるようにする

こと。 

 

授業の内容（Course Contents） 

これまでの進捗状況を踏まえ, 理論および研究方法の妥当性を検討しつつ, データの収集, 分析について個別に指導する。計

画的かつ発展的に研究を遂行できるよう, 適宜助言を与える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. これまでの成果の報告 

2. 研究テーマの設定 

3. 理論的枠組みの検討と設定 

4. 研究方法の検討と設定 

5. 先行研究のまとめ（１） 

6. 先行研究のまとめ（２） 

7. 先行研究のまとめ（３） 

8. データ収集と検討（１） 

9. データ収集と検討（２） 

10. データ収集と検討（３） 

11. 問題点の検討（１） 

12. 問題点の検討（２） 

13. 中間報告 

14. ふり返り 

 

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

テーマに関連する文献の収集, 論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/報告・提出物など(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜関連する文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV081 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／修士論文指導演習Ａ 

(Master's Thesis Supervision A) 

担当者名 

（Instructor） 
中川 理(NAKAGAWA OSAMU) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けて、研究テーマ、研究方法の明確化を図るとともに、論文執筆の方法等、論文作成に必要な基礎知識と能

力を身につけ、論文執筆を進める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

関心を有するテーマについて国内外の先行研究の現状、課題および研究方法を把握し、 各自の研究テーマへと高めていく。ま

た、研究テーマに即した研究発表をしてもらいながら、論文執筆に関する具体的な指導をしていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入、授業の概要 

2. 論文執筆指導（１） 

3. 論文執筆指導（２） 

4. 論文執筆指導（３） 

5. 論文執筆指導（４） 

6. 論文執筆指導（５） 

7. 論文執筆指導（６） 

8. 論文執筆指導（７） 

9. 論文執筆指導（８） 

10. 論文執筆指導（９） 

11. 論文執筆指導（１０） 

12. 論文執筆指導（１１） 

13. 論文執筆指導（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） 

出席および授業参加態度(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

指導の中で適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時に、前回授業へのコメントに対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■VV091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Supervision 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） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成のための指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文作成のための資料検索、テーマの決定のために指導する． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究入門 

2. 資料収集方法 

3. 学生レポート （オーラル） 

4. 学生レポート（オーラル） 

5. 学生レポート（オーラル） 

6. 学生レポート（オーラル） 

7. 中間レポート（数頁のレポートを提出） 

8. レポートに関してのディスカッション 

9. 国会図書館 

10. 学生レポート（オーラル） 

11. 学生レポート（オーラル） 

12. 学生レポート（オーラル） 

13. 最終レポート 

14. レポートに関してのディスカッション 

 

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

資料収集等 

 

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%)/ゼミ参加(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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■VV092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Supervision B) 

担当者名 

（Instructor） 
ハートレー(HARTLEY ANTHONY F.) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This seminar is intended for students with an interest in data-driven research in one or more of the following fields, which share 

a common concern with determining the quality of translation: customisation and evaluation of machine translation systems; 

applications and limitations of translation technologies; designing documents to enhance (machine) translatability; collaborative 

translation and peer revision. The aim of the seminar is to guide students in building on the experience of their research 

conducted in Masters Thesis Supervision A and successfully completing a thesis at Masters level. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Initially, students assess the results and limitations of their research conducted in Masters Thesis Supervision A. Subsequently, 

the seminar revolves around students’presentations and the writing-up of their findings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Reflections on the limitations of progress to date 1 

2. Reflections on the limitations of progress to date 2 

3. Finalisation of plan for writing-up 

4. Student presentation and discussion 1 

5. Student presentation and discussion 2 

6. Student presentation and discussion 3 

7. Student presentation and discussion 4 

8. Interim presentations of thesis drafts 

9. Student presentation and discussion 5 

10. Student presentation and discussion 6 

11. Student presentation and discussion 7 

12. Student presentation and discussion 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） 

Students are required to explore the relevant prior research, to define questions, gather data, design and conduct experiments – 

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 documents. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/In class discussion(40%)/Interim report(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Suggestions will be made in the light of specific questions or avenues of research. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV093 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Supervision B) 

担当者名 

（Instructor） 
池田 伸子(IKEDA NOBUKO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が修士論文を完成させるために必要な知識やスキルを身につける。さらに、得られたデータをどのように分析し、どのよう

に考察を深めていくかについて、具体例を通して習得し、最終的に修士論文を完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者が、各自の研究で立てた仮説やリサーチクエスチョンを明らかにするために実施した調査や実験の結果をどのように分析

し、さらに考察を深めていくかについて、具体例を用いながら指導する。毎回の授業は、各受講者の得た調査結果や実験結果を

軸として進め、各受講者が完成度の高い修士論文を作成できるように導く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 夏休みの進捗報告、今後のスケジュール 

2. 進捗報告① 

3. 進捗報告② 

4. 進捗報告③ 

5. 調査や実験結果の記載 

6. 調査、実験結果の分析① 

7. 調査、実験結果の分析② 

8. 考察 

9. 進捗報告④ 

10. 進捗報告⑤ 

11. 進捗報告⑥ 

12. 進捗報告⑦ 

13. 最終プレゼン① 

14. 最終プレゼン② 

 

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

受講者は各自、毎回の授業でそれぞれの研究結果について報告できるよう、しっかりと準備をして授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

進捗報告（15％ 4 回）(60%)/最終プレゼン(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業で適宜紹介する 

 

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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■VV094 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Supervision B) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 正子(ISHII MASAKO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文の研究テーマと目的、問い、方法論の設定、内容の分析、考察の導き方などを指導する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文執筆指導 1 

2. 修士論文執筆指導 2 

3. 修士論文執筆指導 3 

4. 修士論文執筆指導 4 

5. 修士論文執筆指導 5 

6. 修士論文執筆指導 6 

7. 修士論文執筆指導 7 

8. 修士論文執筆指導 8 

9. 修士論文執筆指導 9 

10. 修士論文執筆指導 10 

11. 修士論文執筆指導 11 

12. 修士論文執筆指導 12 

13. 修士論文執筆指導 13 

14. 修士論文執筆指導 14 

 

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

授業において適宜示す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/授業における報告発表(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業において適宜紹介する。 

 

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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■VV096 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Supervision B) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 亘(KOYAMA WATARU) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、修士論文・課題研究に関する調査・作成を行い、その手法を習得することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

これまでの研究成果（文献調査、データ収集とその分析、修士論文・課題研究の部分的な草稿など）に基づき、主に個別指導を

通して、データ収集や文献調査を継続しつつ、修士論文・課題研究の執筆を行う。学術論文の論述は習得に時間を要する職人

的技術であり、決定稿までには幾度もの推敲を要するから、計画を立て、できるだけ早期の段階で論述を始める。最初の段階で

は、構想の「見取り図」（スキーマ）に基づいて骨子に次々と「肉付け」してゆき、まず初稿を書き上げることを目指すと同時に、論

述の過程で論考を深め（「プロセス・ライティング」）、草稿を一貫性と結束性を持った「テクスト」にする。また、論文の論点を検証

するために参照する文献を更に集め、活用しやすいように整理し、テクストで適切に引用する。初稿では、常に全体の「見取り図」

を想起しつつ部分々々を作成するが、同時に、各部を書き進める内に論考を深めて全体の構想を改める（部分と全体の「解釈学

的循環」）。結論部（全体の要約、示唆、展望）を書き上げて初稿が上がれば、全体の理解に基づいて、結束性と一貫性を更に高

めるために推敲を繰り返し、論考上の誤りや誤記・脱字を正し、参考文献の照合を行う。このような作業を反復し、決定稿を作り

上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究成果報告・検討 

2. 個別指導（修士論文・課題研究作成指導） 

3. 個別指導（修士論文・課題研究作成指導） 

4. 個別指導（修士論文・課題研究作成指導） 

5. 個別指導（修士論文・課題研究作成指導） 

6. 個別指導（修士論文・課題研究作成指導） 

7. 個別指導（修士論文・課題研究作成指導） 

8. 個別指導（修士論文・課題研究作成指導） 

9. 個別指導（修士論文・課題研究作成指導） 

10. 個別指導（修士論文・課題研究作成指導） 

11. 個別指導（修士論文・課題研究作成指導） 

12. 個別指導（修士論文・課題研究作成指導） 

13. 個別指導（修士論文・課題研究作成指導） 

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） 

授業参加度(50%)/報告・提出物など(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教室にて配付 

 

参考文献（Readings） 

教室にて指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV098 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Supervision B) 

担当者名 

（Instructor） 
森 聡美(MORI SATOMI) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

バイリンガリズム・言語習得に関する修士論文の完成に向けて、文献をさらに読み進めながら、研究方法や結果の解釈、考察の

導き方等を身につけ、論文執筆を実践する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者の進捗状況に合わせて、研究テーマに関する最新の文献を読み進めるのと同時に、論文の各章を書き進め、適宜助言、

指導をしながら論文を完成させていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 論文指導１ 

3. 論文指導２ 

4. 論文指導３ 

5. 論文指導４ 

6. 仮提出論文の確認１ 

7. 仮提出論文の確認２ 

8. 仮提出論文への助言、指導 

9. 論文指導５ 

10. 論文指導６ 

11. 論文指導７ 

12. 論文指導８ 

13. 口頭試問準備 

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） 

出席および授業への参加度（討論、質疑応答など）(50%)/報告およびレポートなどの提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

指導の中で，担当教員が適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV099 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Supervision B) 

担当者名 

（Instructor） 
師岡 淳也(MOROOKA JUNYA) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでの成果を踏まえながら、引き続き文献調査、データ収集･分析、執筆作業を進め、期限内に修士論文･課題研究を完成さ

せる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各受講者の研究プロジェクトの進捗状況を踏まえながら、修士論文･課題研究の完成に向け、適宜、個別に助言、指導をしてい

く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文指導（1） 

2. 論文指導（2） 

3. 論文指導（3） 

4. 論文指導（4） 

5. 論文指導（5） 

6. 論文指導（6） 

7. 論文指導（7） 

8. 論文指導（8） 

9. 論文指導（9） 

10. 論文指導（10） 

11. 論文指導（11） 

12. 論文指導（12） 

13. 論文指導（13） 

14. 論文指導（14） 

 

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

科目の性質上、授業外での受講者の積極的かつ自発的な取り組みが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加･貢献度(50%)/各種提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくになし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV100 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Supervision B) 

担当者名 

（Instructor） 
灘光 洋子(NADAMITSU YOKO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が設定したテーマについて, 教員の指導の下に個別研究を実施し, 修士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

これまでの成果を踏まえながら, 課題となる点について検討し改善を重ねる。先行研究を整理し, データの分析と考察を通して

得られた知見を概念化し論文としてまとめることができるよう指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 進捗状況の報告 

2. 序章の提出 

3. 先行研究に関する章の提出・検討（1） 

4. 先行研究に関する章の提出・検討（2） 

5. 研究方法に関する章の提出・検討（1） 

6. 研究方法に関する章の提出・検討（2） 

7. データ分析に関する章の提出・検討（1） 

8. データ分析に関する章の提出・検討（2） 

9. 考察に関する章の提出・検討（1） 

10. 考察に関する章の提出・検討（2） 

11. 改善にむけて（1） 

12. 改善にむけて（2） 

13. 最終報告 

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(50%)/報告・提出物など(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜関連する文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Supervision B) 

担当者名 

（Instructor） 
奥野 克巳(OKUNO KATSUMI) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けて、研究テーマ、研究方法の明確化を図るとともに、論文執筆の方法等、論文作成に必要な基礎知識と能

力を身につけ、論文執筆を進める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

関心を有するテーマについて国内外の先行研究の現状、課題および研究方法を把握し、 各自の研究テーマへと高めていく。ま

た、研究テーマに即した研究発表をしてもらいながら、論文執筆に関する具体的な指導をしていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入、授業の概要 

2. 論文執筆指導（１） 

3. 論文執筆指導（２） 

4. 論文執筆指導（３） 

5. 論文執筆指導（４） 

6. 論文執筆指導（５） 

7. 論文執筆指導（６） 

8. 論文執筆指導（７） 

9. 論文執筆指導（８） 

10. 論文執筆指導（９） 

11. 論文執筆指導（１０） 

12. 論文執筆指導（１１） 

13. 論文執筆指導（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） 

出席および授業参加態度(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

指導の中で適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Supervision B) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 里美(TAKAHASHI SATOMI) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文の本調査の結果をまとめ，考察を加え，期限までに論文を完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

第二言語習得およびその関連領域の研究テーマに関する修士論文の完成に向けて，具体的な指導をしていく。修士論文の研究

テーマについて本調査結果をまとめ，考察を加え，修士論文を完成させる。なお，予備審査（仮提出）までに，論文全体の執筆を

終了させることを目指す。当演習は，基本的に各自の研究テーマに沿った個別指導とするが，随時，受講者間の討議も入れてい

く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 論文執筆の個別指導（１） 

3. 論文執筆の個別指導（２） 

4. 論文執筆の個別指導（３） 

5. 論文執筆の個別指導（４） 

6. 論文執筆の個別指導（５） 

7. 論文執筆の個別指導（６） 

8. 論文執筆の個別指導（７） 

9. 論文執筆の個別指導（８） 

10. 論文執筆の個別指導（９） 

11. 論文執筆の個別指導（１０） 

12. 論文執筆の個別指導（１１） 

13. 論文執筆の個別指導（１２） 

14. 論文執筆の個別指導（１３） 

 

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） 

授業への参加度（討論，質疑応答など）(50%)/報告およびレポートなどの提出物，各種テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 64 - 

■VV105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Supervision B) 

担当者名 

（Instructor） 
鳥飼 慎一郎(TORIKAI SHINICHIRO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の研究計画書に沿って、修士論文の完成を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文の完成を目指して論文作成指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 夏休みの研究成果の報告、秋学期の研究計画の発表 

2. 修士論文執筆を目的とした最終的な研究指導１ 

3. 修士論文執筆を目的とした最終的な研究指導２ 

4. 修士論文執筆を目的とした最終的な研究指導３ 

5. 修士論文執筆を目的とした最終的な研究指導４ 

6. 秋学期中間口頭発表の準備 

7. 秋学期中間口頭発表 

8. 仮提出した修士論文の振り返りと本提出に向けての計画 

9. 修士論文執筆を目的とした最終的な研究指導５ 

10. 修士論文執筆を目的とした最終的な研究指導６ 

11. 修士論文執筆を目的とした最終的な研究指導７ 

12. 修士論文執筆を目的とした最終的な研究指導８ 

13. 修士論文を提出しての振り返り 

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） 

学外の講師による公開講演会が開講されるので、参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

秋学期中間口頭発表(10%)/秋学期中間レポート(20%)/秋学期中最終口頭発表(30%)/秋期最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

個別の修士論文作成指導の中で随時紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Quirk, et at. 1985. A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman (ISBN:0-582-51734-6) 

2. Biber, et al. 1999. Longman Grammar of Spoken and Written English. Longman (ISBN:0-582-23725-4) 

3. Huddleston, et al. 2002. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University Press (ISBN:978-0-521-

43146-0) 

個別の修士論文作成指導の中で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休みの最後の週に学部生徒と合同で夏合宿を行います。必ず参加し、学部生の模範となるような発表を行うとともに、学部生

の発表や研究について先輩という立場から助言をしてあげてください。 

 

国内外から専門家を招聘して講演会を予定しています。参加すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■VV106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Supervision B) 

担当者名 

（Instructor） 
松下 佳世(MATSUSHITA KAYO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

通訳翻訳分野に関連する修士論文ないし課題研究の完成。  

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期までの成果を踏まえ、通訳翻訳分野に関連する修士論文あるいは課題研究を完成させるために必要な指導を行う。週ご

との指導は、人数に応じて、ディスカッションと個別指導を組み合わせた形で実施する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究の進捗報告 

2. 研究の進捗報告 

3. 構成と形式の確認 

4. 文献リストの確認 

5. 予備審査論文の確認 

6. 予備審査論文の確認 

7. 中間発表 

8. 研究の実施と報告１ 

9. 研究の実施と報告２ 

10. 研究の実施と報告３ 

11. 研究の実施と報告４ 

12. 研究の実施と報告５ 

13. 口頭試問準備 

14. まとめ 

 

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

授業内で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究の進捗と成果(30%)/中間発表(30%)/最終報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で適宜通知・配布する。 

 

参考文献（Readings） 

その他、研究内容に応じて別途指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各週ごとの学習内容や課題は、受講者の特性や人数、研究テーマによって臨機応変に変更される。不明点は直接教員まで連絡

のこと。  

 

注意事項（Notice） 
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■VV108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Supervision B) 

担当者名 

（Instructor） 
浜崎 桂子(HAMAZAKI KEIKO) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けて，研究テーマ，研究方法の明確化を図るとともに，資料の探し方，解釈の仕方，論文の構成の組み立て方

など，執筆の具体的な方法，当該分野研究に必要な基礎知識と能力を身につけ，論文執筆を実践する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化接触、混淆の具体的現象を研究対象に、理論的枠組、分析、考察する方法、研究対象についての専門知識を踏まえなが

ら，先行研究および研究方法の動向を理解したうえで，研究テーマ，方法を具体化する。受講者は研究テーマに関連する先行研

究のレビュー，研究対象についての調査成果を発表し，議論をしながら論文執筆に関する具体的な指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 先行研究について１ 

5. 先行研究について２ 

6. 先行研究について３ 

7. 研究方法１ 

8. 研究方法２ 

9. 研究方法３ 

10. 論文の構成１ 

11. 論文の構成２ 

12. 論文の構成３ 

13. 学術的記述の方法について 

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） 

授業での議論参加度（討論，質疑応答など）(50%)/報告およびレポートなどの提出物，各種テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

指導の中で，担当教員が適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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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■VV109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Supervision B) 

担当者名 

（Instructor） 
イ，ヒャンジン(LEE,HYANGJIN) 

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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映画研究分野に関連する修士論文あるいは課題研究を完了させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期における成果をもとに，映画研究分野に関連する修士論文あるいは課題研究の完成に向けた指導を演習および個別形

式で行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究の進捗状況報告 

2. 研究の進捗状況報告 

3. 文献リストの確認 

4. 論文の構成および形式の確認 

5. 予備審査論文の確認 

6. 予備審査論文の確認 

7. 個別指導 

8. 個別指導 

9. 個別指導 

10. 個別指導 

11. 個別指導 

12. 個別指導 

13. 口頭試問準備 

14. まとめ 

 

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

授業内で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッション参加度(25%)/授業内発表(25%)/最終報告(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. イ・ヒャンジン著、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) 

その他、適宜資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

その他，受講者の研究テーマに応じて助言する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習Ｂ 

(Master's Thesis Supervision B) 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
ICC6513 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
９月入学者：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が修士論文を完成させるために必要な知識やスキルを身につける。さらに、得られたデータをどのように分析し、どのよう

に考察を深めていくかについて、具体例を通して習得し、最終的に修士論文を完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者が、各自の研究で立てた仮説やリサーチクエスチョンを明らかにするために実施した調査や実験の結果をどのように分析

し、さらに考察を深めていくかについて、具体例を用いながら指導する。毎回の授業は、各受講者の得た調査結果や実験結果を

軸として進め、各受講者が完成度の高い修士論文を作成できるように導く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 夏休みの進捗報告、今後のスケジュール 

2. 進捗報告① 

3. 進捗報告② 

4. 進捗報告③ 

5. 調査結果の記載 

6. 調査結果の分析① 

7. 調査結果の分析② 

8. 考察 

9. 進捗報告④ 

10. 進捗報告⑤ 

11. 進捗報告⑥ 

12. 進捗報告⑦ 

13. 最終プレゼン① 

14. 最終プレゼン② 

 

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

受講者は各自、毎回の授業でそれぞれの研究結果について報告できるよう、しっかりと準備をして授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

進捗報告（15％ 4 回）(60%)/最終プレゼン(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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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■VV151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV151／言語教育研究基礎論 

(Introduction to Language Education Research) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士課程修了に必要な外国語教育に関する基礎基盤を構築する 

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） 
ICC5130 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

外国語教育に関する代表的テーマを取り上げ、外国語教育を研究する基礎基盤を構築し、今後の自分たちの大学院における研

究の方向性と、研究者としてのあるべき姿を確立できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

外国語教育の基礎基盤を構成している重要なテーマの中から６つのテーマを自分たちで選び、２週間に１つの割合でグループで

発表し、クラス全体で質疑応答をし、議論を通して理解を深めてゆく。具体的には、外国語教育の歴史、外国語教育と文法理論、

外国語教育と語彙論、外国語教育と隣接分野、外国語教授法を生み出す社会経済的背景、外国語教育政策、外国語教育と科

学技術、現在の世界の外国語教育、今後の外国語教育の方向性、などが考えられる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. この授業の進め方、テーマ選び、グループ分け 

2. テーマ１の発表と質疑応答 

3. テーマ１のクラス全体での討議 

4. テーマ２の発表と質疑応答 

5. テーマ２のクラス全体での討議 

6. テーマ３の発表と質疑応答 

7. テーマ３のクラス全体での討議 

8. テーマ４の発表と質疑応答 

9. テーマ４のクラス全体での討議 

10. テーマ５の発表と質疑応答 

11. テーマ５のクラス全体での討議 

12. テーマ６の発表と質疑応答 

13. テーマ６のクラス全体での討議 

14. まとめ 

 

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

学外の講師による公開講演会が開講されるので、参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/各グループの発表とレポート(40%)/各自のテーマごとの書評(30%) 

授業で取り上げた書籍については、APAスタイルでビブリオを作成し、学期の終わりに全員で共有する。 

 

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)） 

必要に応じて紹介する。 

 

国内外から専門家を招聘して、講演会を予定しています。参加すること。 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 70 - 

■VV152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV152／通訳翻訳研究基礎論 

(Introduction to Translation and Interpre Interpreting Research) 

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） 
ICC5233 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course aims to equip students with the competencies to articulate valid research questions in the field of translation and 

interpreting studies, to adopt an appropriate methodology to answer the question, to conduct the research rigorously and to 

present clearly the results and their relation to prior research. As such it is concerned with the procedural aspects of designing 

and implementing research projects and interpreting their results. Thus, it complements the Theories of Translation and 

Interpreting course, which presents the main paradigms of research in the field, both historical and contemporary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course enables students to understand the conventional structure of research reports, to recognise the cues that signpost 

academic debate, and subsequently to incorporate these into their own writing. Emphasising empirical rather than theoretical 

research, it considers how to frame valid research questions and hypotheses before covering three main research methods: 

product-oriented, process-oriented and participant oriented. It touches on research ethics. Students present in pairs chapters 

from the textbooks. They are also expected to develop their own research project ideas as the course progresses and outline 

their chosen methodology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Research reports, research niches and ‘positioning’ within the scientific community 

2. Developing and framing research questions and hypotheses 

3. Product oriented research: discourse analysis 

4. Product oriented research: corpus methods 

5. Discussion based on student data 1 

6. Process-oriented research: introspection, keystroke logging, eye-tracking 

7. Discussion based on student data 2 

8. Participant-oriented research: questionnaire design and interviews 

9. Discussion based on student data 3 

10. Case studies 

11. Statistical techniques for sampling, collection and analysis 

12. Ethical concerns 

13. Presentations of research project designs 

14. Feedback on presentations and review of course 

 

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

All students are expected to read the selected chapters of the textbooks. Pairs of students are responsible for leading the 

discussion in a given week. Each student is expected to design a methodology for investigating a real or imagined research 

question. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Lead presentation of chapters(40%)/Contribution to in class discussion(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. G Saldanha & S O'Brien. 2014. Research methodologies in translation studies. Routledge (ISBN:978-1-90948-500-6) 

2. J Williams & A Chesterman. 2002. The Map: A Beginner’s Guide to Doing Research in Translation Studies. St Jerome 

(ISBN:9781900650540) 

 

参考文献（Readings） 

Further readings will be recommended in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■VV153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV153／コミュニケーション研究基礎論 

(Introduction to Communication Studies) 

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） 
ICC5330 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学院レベルでのコミュニケーション学の入門科目。コミュニケーション学の歴史、主要研究領域、主な研究アプローチ、近年の

研究成果などを学ぶことで、コミュニケーションを研究する上で必要となる基礎的な知識を身につけることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずは、コミュニケーション学の学問分野としての特徴、歴史、主な研究領域･アプローチにを学んだ後、（例えば、コミュニケーシ

ョンの負の側面に焦点をあてた The dark side of communicationなど）近年注目を集めている研究テーマを取り上げながら、コミ

ュニケーション学の最新の研究動向について理解を深めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コミュニケーションの捉え方 

2. コミュニケーション研究の主要領域･アプローチ 

3. コミュニケーションと言語 

4. ノンバーバル･コミュニケーション 

5. ヴィジュアル･コミュニケーション 

6. 対人コミュニケーション 

7. コミュニケーションとメディア（その１） 

8. コミュニケーションとメディア（その２） 

9. コミュニケーションと文化（その１） 

10. コミュニケーションと文化（その２） 

11. コミュニケーションと教育（その１） 

12. コミュニケーションと教育（その２） 

13. 説得コミュニケーション/レトリック（その 1） 

14. 説得コミュニケーション/レトリック（その 2） 

 

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

大学院科目ということもあり、授業外での受講者の積極的かつ自発的な取り組みが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加･貢献度（レポートを除く各種提出物を含む）(30%)/口頭発表(20%)/小レポート(20%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業で指示する 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 73 - 

■VV154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV154／異文化コミュニケーション研究基礎論 

(Introduction to Intercultural Communication Research) 

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） 
ICC5330 

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領域の研究における視座や理論への理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

異文化コミュニケーション領域の研究における理論入門コース。文化, 人, コミュニケーションの関係を多角的に考察する，コミュ

ニケーションと文化的要素（規範，常識，価値観など）の関係に焦点を当て, 「彼ら」と「我々」の間に生じるインターアクションやメ

カニズムについて検討する。我々はどのような状況で「異文化」を感じるのか, それはどのような「差異」なのか, そこにどのような

意味付けをしているのか等, 異文化コミュニケーションとはどのような現象なのかについて考えていきたい。 

事前に配付資料（テーマに関連した文献）を読んでくること。クラスは, 講義, 発表, 質疑応答などを中心に進める。異文化コミュ

ニケーション研究の射程，方法論についても受講生とともに議論していきたい。 

 

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について 

3. 異文化コミュニケーションについて 

4. 言語メッセージの力(1) 

5. 言語メッセージの力(2) 

6. 非言語メッセージの力（1） 

7. 非言語メッセージの力（2） 

8. コミュニケーションとアイデンティティ（1） 

9. コミュニケーションとアイデンティティ（2） 

10. カルチャー・ショックと異文化適応(1) 

11. カルチャー・ショックと異文化適応(2) 

12. 多文化共生と多文化主義 

13. 「障がい」と「文化」とコミュニケーション 

14. まとめ 

 

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

各回の予習範囲や課題は，授業内で別途指示する。尚，内容項目や順番は進度状況に応じて変更する可能性がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表および討議への貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜, 関連文献を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Samovar,Porter & Mcdaniel.. Intercultural communication: A reader. Wadsworth 

2. Griffin.. A first look at communication theory. Mcgraw Hill 

3. Gudykunst.. Theorizing about intercultural communication. Sage 

4. 伊佐雅子監修、『多文化社会と異文化コミュニケーション』、三修社 

5. 八島智子・久保田真弓、『異文化コミュニケーション論』、松柏社 

6. Martin & Nakayama.. Experiencing intercultural communniciation. McGraw-Hill 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV155／グローバル文化研究基礎論 

(Introduction to Global Cultural Studies) 

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） 
ICC5430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル文化研究を進めるうえで、どのようなアプローチや枠組みが有効であるのか。本授業では、グローバル化時代の文化

現象に関する重要なアプローチや事例研究に触れることによって、流動的で越境的な今日の文化現象について考えるための視

座を養うことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業で扱う「グローバル文化研究」とは、ヒト・モノ・思想・情報などが国境を越えて行き来するグローバル化時代において生起

する文化現象について思考する営みである。そのうえで、既存の枠組みではうまく思考できない、グローバル化時代の文化現象

を捉えるために、どのようなアプローチが有効であるのかを学んでいく。本授業ではとくに、ミクロな生活の現場からの思考を育ん

できた文化人類学のアプローチを軸として、グローバル化時代における文化研究のあり方を探っていく。また、講義で学んだ理論

や概念を用いて、受講生自身が事例発表を行う。これらの学習によって、グローバル文化研究の基礎を会得し、現代世界を眼差

すための視座を身につける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文化人類学のアプローチ 

3. グローバル化の社会理論１ 

4. グローバル化の社会理論２ 

5. グローバル化の人類学へ 

6. トランスナショナリズムと移民社会：国境を越える共同体 

7. グローバルからグローカルへ１：文化の変容と価値の創造 

8. グローバルからグローカルへ２：身近な事例を考える 

9. グローバル化時代における不安と暴力１：国民国家と少数者 

10. グローバル化時代における不安と暴力２：見えない排除と包摂 

11. 周縁を生きる１：先住民を事例として 

12. 周縁を生きる２：身近な事例を考える 

13. 受講生による発表１ 

14. 受講生による発表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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席及び授業への参加度（リアクションペーパー及び課題）(60%) 

 

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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■VV156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV156／サステナビリティ・コミュニケーション基礎 

(Introduction to Sustainability Communication) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境・国家・社会 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 宏(KONDO HIROSHI) 

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） 
ICC5330 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民族誌（エスノグラフィー）というジャンルの著作を社会問題を考えるためのツールとして活用できるようになること。自然環境と社

会生活の関係を考えるにあたって、科学（技術）や国家といった、等身大の人間以上（と思われる）存在がなすことも含めて考えら

れるようになること 

 

授業の内容（Course Contents） 

サステイナビリティを考えるにあたって、自然の状況を特定する科学や自然に介入してゆく科学技術、そしてそれらを社会生活に

て実装する多様な権力を用いる機構である国家の役割を考えることは重要である。そこで、放射線被害にあったウクライナを舞

台にした民族誌『曝された生』（アドリアナ・ペトリーナ）を輪読する。異なる社会経済的状況にある人びとの営みを、その違いに関

わらず受け止めながら、人びとがなすことをとおして社会問題を考える見方を習得していくことをめざす 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 科学の人類学、破局後の状況と民族誌 

3. 輪読１、ディスカッション 

4. 輪読 2、ディスカッション 

5. 輪読 3、ディスカッション 

6. 輪読 4、ディスカッション 

7. 前半まとめ、映画 

8. 輪読 5、ディスカッション 

9. 輪読 6、ディスカッション 

10. 輪読 7、ディスカッション 

11. 輪読 8、ディスカッション 

12. 輪読 9 （関連文献１）、ディスカッション 

13. 輪読 8、（関連文献 2）、ディスカッション 

14. 全体まとめ 

 

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

指定した文献を授業前に読むこと、 

取り上げられている諸問題について調べること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. アドリアーナ・ペトリーナ、2016、『曝された生』、人文書院 (ISBN:9784409530504) 

 

参考文献（Readings） 

1. メアリー・マイシオ、2007、『チェルノブイリの森』、NHK 出版 (ISBN:4140811811) 

2. ニコラス・ローズ、2014、『生そのものの政治学』、法政大学出版局 (ISBN:4588010174) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV157／調査研究方法論Ａ 

(Research Methods A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
質的研究法 

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） 
ICC5530 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

質的研究の研究計画から論文執筆に至るプロセスに必要な知識と技術を習得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

質的研究を適用するにふさわしいリサーチクエスチョン，研究対象の選定と倫理的問題，質的研究のためのデータの集め方，質

的研究の種類，質的データの分析法，質的研究のための論文作法についての演習。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究するということ 

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. データのとり方：参与観察とインタビュー 

5. フィールドに入る前に：コンタクトの取り方・「参加」しながら「研究」すること 

 あなたのフィールドとあなたの立ち位置 

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 

 関連する文献を探す，読む，整理する 

9. データの分析１：データの整理 

  ファイリングとデータベース 

10. データの分析２：コーディング 

 オープンコーディングと軸足コーディング 

11. データの分析３：概念化 

 カテゴリー間の関係を見つける 

12. 論文を書く１：データの呈示と解釈 

13. 論文を書く２：問題と方法 

 リサーチクエスチョンに答えているか 

14. 質的研究の評価基準 

 

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

予習：授業中に指示された教科書の箇所や，配付された資料を読む。 

復習：授業中に指示された課題をやる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(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. Yin,R. 2015. Qualitative research from start to finish. Guilford (ISBN:1462517978) 

2. 佐藤郁哉、2002、『フィールドワークの技法：問いを育てる仮説をきたえる』、新曜社 (ISBN:4-7885-0788-9) 

3. Corbin,J.Strauss,A/ 操華子・森岡崇訳、2012、『質的研究の基礎：グラウンデッドセオリーの技法と手順（第３版）』、医学書院 

(ISBN:4260012010) 

4. 箕浦康子、2009、『フィールドワークの技法と実際Ⅱ』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-05355-1) 

5. 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) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV158／調査研究方法論Ｂ 

(Research Methods B) 

担当者名 

（Instructor） 
森 博英(MORI HIROHIDE) 

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） 
ICC5530 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多種多様な量的データの収集および分析のための基礎を確立する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究目的に合致した量的データの収集や分析，そして，分析結果の報告ができるようになるために輪読をする。また，受講生各

自の学問的な興味や関心，関連する先行研究の結果などをもとに研究計画書の案を作成して発表する。その後，授業の担当者

や他の受講生からの発表へのコメントをもとに，より実現可能な研究計画書となるように修正した研究計画書を発表して提出す

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. Chapter 1  Introduction to Research 

3. Chapter 3  Common Data Collection Measures 

4. Chapter 4  Coding 

5. Chapter 5 Research Variables, Validity, and Reliability  

6. Chapter 6 Designing a Quantitative Study 

7. 研究計画書の中間発表 1 

8. 研究計画書の中間発表 2 

9. Chapter 8  Classroom Research 

10. Chapter 9  Mixed Methods 

11. Chapter 10  Analyzing Quantitative Data 

12. Chapter 11 Concluding and Reporting Research 

13. 研究計画書の最終発表 1 

14. 研究計画書の最終発表 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） 

出席および授業参加度(20%)/発表（分担箇所や研究計画書など）(40%)/提出物（課題や研究計画書など）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストについては初回授業時に説明する 

 

参考文献（Readings） 

1. Alison Mackey & Susan Gass. 2015. Second Language Research: Methodology and Design Second Edition. Routledge 

(ISBN:9781138808560) 

2. Zoltán Dörnyei. 2007. Research Methods in Applied Linguistics: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methodologies. Oxford 

University Press (ISBN:9780194422581) 

3. Susan M. Gass & Alison Mackey. 2007. Data Elicitation for Second and Foreign Language Research. Routledge 

(ISBN:9780805860351) 

4. Alison Mackey & Susan M. Gass. 2012. Research Methods in Second Language Acquisition: A Practical Guide. Wiley-Blackwell 

(ISBN:9781444334272) 

5. 門田修平、2010、『SLA研究入門： 第二言語の処理・習得研究のすすめ方』、くろしお出版 (ISBN:9784874244906) 

6. 竹内理・水本篤（編著）、2014、『外国語教育研究ハンドブック： 研究手法のより良い理解のために （改訂版）』、松柏社 

(ISBN:9784775402016) 

7. 寺内正典・中谷安男（編著）、2012、『英語教育学の実証的研究法入門： Excel で学ぶ統計処理』、研究社 

(ISBN:9784327410810) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修者にあわせて授業計画を大幅に調整・変更することがあるので，初回の授業には必ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■VV181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
VV181／Japanese Education System and English Language Education in Japan 

担当者名 

（Instructor） 
大森 愛(OHMORI AI) 

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） 
ICC5131 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The aim of the present course is to provide an introduction to understanding Japanese education system as well as history and 

present conditions of English language education in Japan.  

 

授業の内容（Course Contents） 

The present course covers basic knowledge of Japanese education system and English language education mainly at the policy 

level. Students will also examine issues related to English language education in Japan and deepen their understanding through 

lectures and discussions. By the end of the course, students will hold a basic understanding of Japanese education system and 

English language education in Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Japanese education system 

3. History of English language education in Japan 

4. Course of study  

5. Government policies 

6. English language education in Japanese classrooms (practices): primary and junior high school 

7. English language education in Japanese classrooms (practices): senior high school and tertiary eduction 

8. Issues of English language education in Japan 1 

9. Issues of English language education in Japan 2 

10. Use of English in Japan and study abroad programmes 

11. Teacher education and teacher license 

12. Roles and status of teachers in Japan, team-teaching 

13. Student presentation  

14. Student presentation, and 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） 

Class participation(20%)/Reflection papers, (and an interview and report)(40%)/Final presentation and report(40%) 

 

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） 

The following minimum level of English Language Proficiency is expected at the time of registration: TOEFL (iBT) 90 and/or 

IELTS 6.5. 
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■VV182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
VV182／Teaching English Speaking/Listening to Japanese Students 

担当者名 

（Instructor） 
大森 愛(OHMORI AI) 

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） 
ICC5131 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The present course aims for students to deepen understanding of basic theories and teaching methodologies for teaching 

speaking and listening especially in Japanese education contexts. Through assignments that require actual teaching experienes, 

students will efficiently enhance their teaching skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Theories and methodologies related to teaching speaking and listening will be covered. The course will also pay heed to 

situations of acquiring speaking and listening skills of Japanese students. Students are expected to conduct a lesson 

demonstration as well as other assignments that require actual experience to develop their skills of teaching English speaking 

and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction, approaches and methods 1 

2. Approaches and methods 2 

3. Approaches and methods 3 

4. Instructing listening 

5. Instructing speaking 

6. Aims of speaking and listening in Japanese primary and secondary schools 

7. Lesson demonstration and critique 

8. Teaching speaking and listening in Japanese tertiary education 

9. WE/ EIL 1 

10. WE/ EIL 2 

11. Roles and potential of non-Japanese teachers in teaching speaking and listening 

12. Student presentation 1 

13. Student presentation 2 

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, class participation, and reading homework(20%)/Reflection papers and reports(45%)/Lesson plans, revisions & 

demonstrations(35%) 

 

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） 

The following minimum level of English Language Proficiency is expected at the time of registration: TOEFL (iBT) 90 and/or 

IELTS 6.5. 
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■VV183 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
VV183／Teaching English Reading/Writing to Japanese Students 

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） 
ICC5131 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The present course aims for students to deepen understanding of basic theories and methodologies for teaching reading and 

writing especially in Japanese education contexts. Through assignments that require actual teaching experiences, students will 

efficiently enhance their teaching skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Theories and methodologies related to teaching reading and writing will be covered. The course will also pay heed to situations 

of learning English reading and writing of Japanese students. Students are expected to conduct lesson demonstrations as well 

as other assignments that require actual experience to develop their skills of teaching reading and writing. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Instructing reading 1 

3. Instructing reading 2 

4. Instructing writing 1 

5. Instructing writing 2 

6. Aims of reading and writing in Japanese primary and secondary schools 

7. Course of study 

8. Lesson demonstration and critique 1 

9. Team-teaching 

10. Teaching vocabulary 

11. Roles and potential of non-Japanese teachers in teaching reading and writing 

12. Teaching reading and writing in Japanese tertiary education 

13. Lesson demonstration and critique 2 

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, class participation, and reading homework(20%)/Reflection papers and reports(45%)/Lesson plans, revisions & 

demonstrations(35%) 

 

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） 

The following minimum level of English Language Proficiency is expected at the time of registration: TOEFL (iBT) 90 and/or 

IELTS 6.5. 
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■VV202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV202／言語コミュニケーション研究特殊講義Ｂ 

(Seminar in Language Communication Research B) 

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） 
ICC6140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第二言語習得の認知心理学的側面を扱った諸理論について基礎的かつ包括的な知識を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

第二言語習得研究の認知心理学的アプローチに焦点を当てる。具体的には，まず，注意や気づきといった認知プロセスと明示

的・暗示的学習との関係，さらにはこれらの認知処理と個人差要因との関係について理解を深める。また，最近の研究動向を鑑

み，インプット処理理論やスキル習得理論に基づいた実証研究の諸成果も検証する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 注意と気づき：理論的背景 

3. 注意と気づき：実証研究（１） 

4. 注意と気づき：実証研究（２） 

5. 明示的学習と暗示的学習：理論的背景 

6. 明示的学習と暗示的学習：実証研究（１） 

7. 明示的学習と暗示的学習：実証研究（２） 

8. インプット処理理論と処理指導：理論的背景 

9. インプット処理理論と処理指導：実証研究（１） 

10. インプット処理理論と処理指導：実証研究（２） 

11. スキル習得理論：理論的背景 

12. スキル習得理論：実証研究（１） 

13. スキル習得理論：実証研究（２） 

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） 

授業時に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Mitchell, R., Myles, F., & Marsden, E.. 2013.. Second Language Learning Theories (Third Edition).  . Routledge. (ISBN:978-1-

4441-6310-0) 

2. VanPatten, B., & Williams, J.. 2015.. Theories in Second Language Acquisition: An Introduction (Second Edition).. Routledge. 

(ISBN:978-0-415-82421-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形態について：授業では学生への質問も活発に行う予定なので、積極的な受講態度が期待される。 

課題に対するフィードバックについて：最終レポートに対する講評は、オフィスアワーを活用して行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■VV203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV203／言語コミュニケーション研究特殊講義Ｃ 

(Seminar in Language Communication Research C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Key Thinkers on Language and Linguistics 

担当者名 

（Instructor） 
平賀 正子(HIRAGA 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） 
ICC6140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「ことばとは何か」を深く思索する態度を養い、物事の背後にあって我々の思考に影響を与えている前提について批判的に分析

する力を身につけることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

プラトンに始まり現代まで、時代を代表する言語コミュニケーションについての論考を手がかりに、各自が言語研究や言語教育の

基礎となるべきモデルを構築して欲しいと考えています。特に、Margaret Thomas, Fifty Key Thinkers on Language and 

Linguistics (Ｒｏｕｔｌｅｄｇｅ, 2011）所収の 50 名の主要言語学者から、講師および履修者が選択した学者の言語論、記号論の基本

的かつ主要な考え方について読み進めながら、言語学史という観点から 21 世紀の言語コミュニケーション研究の未来について

考察を深めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Fifty Key Thinkers on Language and Linguistics 

3. Fifty Key Thinkers on Language and Linguistics 

4. Fifty Key Thinkers on Language and Linguistics 

5. Fifty Key Thinkers on Language and Linguistics 

6. Fifty Key Thinkers on Language and Linguistics 

7. Fifty Key Thinkers on Language and Linguistics 

8. Fifty Key Thinkers on Language and Linguistics 

9. Fifty Key Thinkers on Language and Linguistics 

10. Fifty Key Thinkers on Language and Linguistics 

11. Fifty Key Thinkers on Language and Linguistics 

12. Additional Key Thinkers 

13. Additional Key Thinkers 

14. Conclusion 

 

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

予習、復習に関する課題については授業中に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/プレゼンテーション(30%)/リアクション・ペーパー(30%)/ディスカッション(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

シラバス中で示した文献の中から、数章を選び、輪読します。教材は、Blackboardからダウンロードできるようにいたします。 

 

参考文献（Readings） 

1. M. トマス、2017、『ことばの思想家 50 人』、朝倉書店 (978-4-254-5104-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教材、追加資料はすべて、Blackboard からダウンロードできます。活用してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■VV204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV204／言語コミュニケーション理論 

(Theories of Language Communication) 

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） 
ICC6140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語学の基礎的知識を（再）確認し，大学院博士前期課程の授業で扱う内容の理解を深めるための基盤を（再）構築することを

目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

20 世紀初頭に萌芽的学問として記号論の枠組みの中に生まれ，それを包括するものとして定義された言語学はその後，どのよ

うに発達したのか。言語学の登場は，西洋世界が培ってきた伝統的な人間科学の知の体系にどのような修正を加え，あるいは加

えなかったのか。さらには，今日の言語学は，現代の人間科学の知の体系の中にどのように位置づくのか。このような問題を提

起しながら，言語学と密接なかかわりを持つ人文社会科学の諸分野との関係を考察し，言語学のエピステモロジーを明らかにし

ていく。授業では主に学生によるテキストの輪読と報告をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ことばの科学の見取り図（１） 

3. ことばの科学の見取り図（２） 

4. 言語の研究 

5. 語の構造 

6. 文の構造 

7. 語の意味（１） 

8. 語の意味（２） 

9. 文の意味 

10. 言語の類型 

11. 言語の変化 

12. 音の構造（１） 

13. 音の構造（２） 

14. まとめ 

 

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（討論，質疑応答など）(50%)/報告およびレポートなどの提出物，各種テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 風間喜代三 ほか、2004、『言語学』（第２版）、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-082009-7) 

 

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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■VV205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV205／言語教育研究特殊講義Ａ 

(Seminar in Language Education Research A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

EUの外国語教育政策を徹底的に理解し、今後の日本の英語教育はどうあるべきなの

かを考えてゆく 

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） 
ICC6140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．The Common European Framework of Reference for Languages（CEFR）とは何かが理解できる。 

２．CEFR-J が編集された背景と CEFR との違いが理解できる。 

３．European Language Portfolio とは何かが理解でき、活用できる。 

４．European Portfolio for Language Teacher Education とは何かが理解でき、参考にできる。 

５．コア・カリキュラムとは何かが理解できる。 

６．European Portfolio for Student Teacher of Languages とは何かが理解でき、自分のために使える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在の EUで展開されている外国語教育はどのような歴史と考え方に基づいて行われているのかという本質的な事柄について

理解を深め、日本の CEFR-J との違いを考察し、EUの外国語教育の目指すところを理解し、今後の日本の英語教育を考えてゆ

く。外国語学習の指針となる ELPの理解を深め、日本の教育現場での応用について考える。EPLTEや EPOSTLEを読み進め、

EUの教員養成について理解する。近年発表されたコア・カリキュラムとは何かを考え、EU との比較しながら、日本の教員養成を

考えてゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の進め方、EUの外国語教育政策とは何か、The Common European Framework of Reference for Languages とは何か 

2. CEFRを読む 

3. CEFRを理解する 

4. CEFR-J を読む 

5. CEFR-J を理解する 

6. 春学期中間研究発表会 

7. European Language Portfolio を読む 

8. ELPを理解し、使ってみる 

9. European Portfolio for Language Teacher Education を読む 

10. EPLTEについて理解を深める 

11. コア・カリキュラムとは何かを理解し、EPLTE との比較をし、両者の違いを考える 

12. European Portfolio for Student Teachers of Languages 

13. EPOSTLEについて理解を深める 

14. 春学期最終研究発表会 

 

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

学外の講師による公開講演会が開講されるので、できるだけ参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/第 1 回レポート(20%)/第 2 回レポート(20%)/第 3 回レポート(20%)/第 4 回レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉島 茂 (翻訳), 大橋 理枝 (翻訳)、2004、『外国語教育〈2〉外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』、朝

日出版 (ISBN:978-4255002934) 

2. 投野由起夫（編）、2013、『CAN‐DO リスト作成・活用 英語到達度指標 CEFR‐J ガイドブック』、大修館書店 (ISBN:978-

4469245783) 

授業中に随時指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に随時指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

CEFR、ELP、EPLTE、EPOSTLE、コア・カリキュラム、学習指導要領（現行版と新たな版）については、自分でダウンロードしておく

こと。 

 

国内外から専門家を招聘して、講演会を予定しています。参加すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■VV206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV206／言語教育研究特殊講義Ｂ 

(Seminar in Language Education Research B) 

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） 
ICC6140 

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教育について、最近の言語教育の潮流を概観し、調査・分析を通して、日本語学習者の特徴を理解し、説

明することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

最近の言語教育の潮流を概観し、外国語としての日本語教育に関連させながら考察することから、日本語学習者の特徴を理解

し、説明することができるようになる。日本語を母語としない人々の日本語使用の実態を調査・分析することによって、日本語学習

者への理解を深める。さらに、これらの分析結果をどのように実践につなげていくかについての考察も行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業説明など 

2. 国際戦略としての英語 

3. 外国語学習の潮流 ＣＥＦＲ① 

4. 外国語学習の潮流 ＣＥＦＲ② 

5. 外国語学習の潮流 ＣＥＦＲ③ 

6. 外国語学習の潮流 ＣＥＦＲ④ 

7. 外国語学習の潮流 ＣＥＦＲ⑤ 

8. 外国語学習の潮流  ＪＦ日本語教育スタンダード・外国語学習のめやす 

9. 日本語教育のための質的研究① 

10. 日本語教育のための質的研究② 

11. 日本語教育のための質的研究③ 

12. 日本語教育のための質的研究④ 

13. 日本語教育のための質的研究⑤ 

14. 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） 

出席及び授業への参加度(50%)/経過報告など(20%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉島茂・大橋里枝他、2004、『外国語教育Ⅱ』、朝日書店 

2. 舘岡洋子、2015、『日本語教育のための質的研究入門」、ココ出版 

3. 中井陽子他、2017、『文献・インタビュー調査から学ぶ会話データ分析の広がりと軌跡」、ナカニシヤ出版 

内藤哲雄『PAC 分析法実施入門』（ナカニシヤ書店 2003）、その他授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV207／言語教育研究特殊講義Ｃ 

(Seminar in Language Education Research C) 

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） 
ICC6143 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

幼少期・学童期における二言語教育の理論と研究について理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

幼少期ならびに学童期の子供達がおかれている言語環境ならびに彼らの言語能力と言語習得 

の特徴をふまえ、ニ言語環境で育つ子供達を対象とした言語教育の理論と研究について紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 世界の言語状況 

3. バイリンガルの言語能力の多様性 

4. 幼少期・学童期の二言語習得 

5. 二言語使用の認知理論 

6. 二言語使用と教科学習 

7. バイリンガル教育の形態１ 

8. バイリンガル教育の形態２ 

9. バイリンガル教育の形態３ 

10. バイリンガル教育の効果検証１ 

11. バイリンガル教育の効果検証２ 

12. 日本におけるバイリンガル教育１ 

13. 日本におけるバイリンガル教育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） 

出席および授業への参加度（討論、質疑応答など）(50%)/報告およびレポートなどの提出物、各種テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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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■VV208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV208／言語教育理論Ａ 

(Theories of Language Education A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

「何年英語を勉強してもろくに英語がつかえるようにはならない」という日本の英語教育

に対する長年の批判に応え、そうならないための方策を考える。 

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） 
ICC6140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．なぜ日本の英語教育はダメだといわれているのか、本当にダメなのかを考察する。 

２．タスクベーストな英語教授法とはどういうものかが理解できる。 

３．従来の PPPなどとどう違うのかが理解できる。 

４．タスクを自分で構築することができる。 

５．タスクベーストな英語教授法を使って授業ができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年の外国語教育は、目標言語を使ってコミュニケーションができるようになることを、その目標としているが、実際の外国語教育

では、その成果が十分上がっているとはいいがたい。目標言語を使ってコミュニケーションができるようになるには、目標言語を

使って実際にコミュニケーションをする練習をするのが一番であることは誰しも認めるところである。しかしながら現実の外国語教

育はそうはなっていない。この矛盾を解決し、目標言語でコミュニケーションができるようにする教授法の一つに、Task Based 

Language Teaching（TBLT）がある。本講では、TBLTが生まれた歴史、その特徴、その理論的な背景、PPPなどの従来の教授法

との違い、タスクとは何か、どのようなタスクがあるのか、タスクの使い方、TBLTが目指すもの、TBLTにおける文法、語彙、コミ

ュニケーションの取り方等の教え方、小中高大における TBLTの使い方などを理解し、実際の使えるようにしてゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. この授業の進め方、教科書・参考文献の紹介、なぜ日本の英語教育はダメだと言われるのか、本当にダメなのか、TBLT と

はどういう教授法なのか、どうして生まれたのか 

2. Chapter 1: Why TBLT? 

3. Chapter 2: SLA and the Fundamental LT Divide 

4. Chapter 3: Psycholinguistic Underpinnings: A Cognitive-Interactionist Theory of Instructed Second Language Acquisition 

(ISLA) 

5. Chapter 4: Philosophical Underpinnings: L'education Integrale 

6. Chapter 5: Task-Based Needs and Means Analysis 

7. Chapter 6: Identifying Target Tasks 

8. Chapter 7: Analyzing Target Discourse 

9. Chapter 8: Task-Based Syllabus Design 

10. Chapter 9: Task-Based Materials 

11. Chapter 10: Methodological Principles and Pedagogic Procedures 

12. Chapter 11: Task-Based Assessment and Program Evaluation 

13. Chapter 12: Does TBLT Have a Future? 

14. 口頭発表会：自分が考案したタスクで自分なりの授業を実践する 

 

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

第２週からは、教科書を毎週 1 章ずつ皆で読んでゆきます。必ず予習をして授業に臨むこと。 

 

国内外から研究者を招聘して講演会を開催する予定です。参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

タスクを使った模擬授業(20%)/模擬授業案(20%)/TBLTに関する論文(60%) 

最終週に TBLTを使った授業を実験的にやってみます。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松村昌紀（編）、2017、『タスク・ベースの英語指導ーTBLTの理解と実践』、大修館書店 (ISBN:978-4-469-24609-4) 

2. Mike Long. 2015. Second Language Acquisition and Task-Based Language Teaching. Wiley Blackwell (ISBN:978-0-470-

65894-9) 

必要に応じて、随時授業中に紹介する 
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参考文献（Readings） 

1. Dave Willis & Jane Willis. 2007. Doing Task-based Teaching. Oxford (ISBN:978-0-19-442210-9) 

2. Rod Ellis. 2003. Task-Based Language Learning and Teaching. Oxford (ISBN:978-0194421591) 

3. Pasty Lightbown & Nina Spada. 2013. How Languages are Learned. Oxford (ISBN:978-0-19-454126-8) 

必要に応じて、授業中に紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

国内外から著名な研究者を招聘して講演会を開催する予定です。参加すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■VV209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV209／言語教育理論Ｂ 

(Theories of Language Education B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育工学、教師教育学の視点からの日本語教育学 

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） 
ICC6140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育を Art ではなく Science としてとらえるというのはどういうことか、そこにどんなメリットがあるのかを、教育工学、主としてイ

ンストラクショナル・デザインの視点から理解する。さらに、態度変容の理論を軸に、実践力のある教師養成について理解を深め

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は、教育工学の視点から日本語教育を考える。具体的には、教育をシステムとして考え、そのシステムを構成する諸要素に

ついて学び、教育カリキュラムや授業をデザインする方法について概観する。後半は、心理学等の理論を基礎として態度変容に

ついて学び、実践力のある教師を養成するために、それらの理論や方法がどのように適用可能かについて知見を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 教育とは何か 

3. 教育工学とは何か 

4. 外国語教育、外国語教育工学 

5. 21 世紀型外国語教育とは、21世紀型日本語教育とは 

6. 教育をデザインする① 

7. 教育を、そして授業をデザインする② 

8. 態度とは何か 

9. 態度変容理論① 

10. 態度変容理論② 

11. 教師教育、教員養成とは 

12. 外国語教員の養成、何が必要か 

13. 21 世紀に求められる日本語教員を養成する 

14. 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（討論，質疑応答など）(50%)/報告およびレポートなどの提出物，各種テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

必要なものは授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義も行うが，参加者自身の授業デザインや教材開発なども積極的に取り入れるので，参加者は毎回きちんと準備して授業に

臨むこと。 

受講生の発表、提出した課題については、次回の授業でフィードバックを実施する。 

教材の配布や必要な連絡は Blackboard を通して実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■VV250 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
VV250／Japanese Communication Style 

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） 
ICC6141 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Through this course, students will:  

・learn the necessity of understanding intercultural communication 

・gain a better understanding of the communication style of Japanese people 

・explore the conventional ways of thinking across different cultures 

・examine the non-verbal expressions used by Japanese people 

・understand the sociocultural aspects of Japanese communication 

・consider how to manage potential communication breakdowns 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course aims to provide prospective language teachers with sufficient knowledge on how to communicate with Japanese 

students effectively in class, through the analysis of the Japanese communication style. Also, the course will consider how to 

manage potential communication breakdowns that could occur between Japanese students and non-Japanese teachers. 

 

Each week, students are expected to read assigned reading materials in advance and be proactive in order to express their 

opinions in class (The instructor will act as a facilitator for the classroom activities and discussions). Also, students are required 

to give two short presentations based on the topics covered in class, to submit reaction papers four times during the semester, 

and to write a term paper at the end of the semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Guidance 

2. Necessity of understanding intercultural communication 

3. Non-verbal communication of Japanese people (1): Gestures, posture, and eye contact 

4. Non-verbal communication of Japanese people (2): Facial expressions and physical contact 

5. Logical structure of thinking for Japanese people 

6. Short presentation (1) 

7. Unique characteristics of Japanese communication (1): Indirect and implicit expressions 

8. Unique characteristics of Japanese communication (2): Meaning of silence 

9. High-context and low-context cultures 

10. Politeness (1): Face-Threatening Acts 

11. Politeness (2): Politeness strategies 

12. Techniques to deal with communication breakdowns 

13. Short presentation (2) 

14. Wrap-up for the semester 

 

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

Exploratory learning will be announced in class as needed.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and participation(30%)/Short presentations(20%)/Reaction papers(20%)/Term paper(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

All the reading materials will be provided by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

The following minimum level of English Language Proficiency is expected at the time of registration: TOEFL (iBT) 90 and/or 

IELTS 6.5. 
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■VV251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
VV251／Japanese Culture: From Observation to Assimilation 

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） 
ICC6141 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course aims to provide an understanding of the positionality of the individual in modern-day Japan and the individual’s 

connection to work/life relationships through examining Japanese culture (e.g., the roles of spirituality, nature, ethics, morals, 

education, and rituals) and society (e.g., the roles of the populace, workforce, organizations, neighbors, friends, and families). 

Connections are drawn between the Japanese culture and Japanese learners.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course takes a reading and observation-based approach to student understanding of the material presented. Students will 

watch DVDs from preschools in three different countries: Japan, China and United States and reflect upon their own 

experiences to further gain from exposure to the course topics. Students will also utilize their gained knowledge to critique and 

revise English language lesson materials to better suit the Japanese learning context.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course 

2. What is amae? 

3. Amae and modern society 

4. Preschools in Three Cultures: Japan 

Chapter presentation 1 

5. Preschool in Three Cultures Revisited: Japan 

Chapter presentation 2 

6. Preschools in Three Cultures: China 

Chapter presentation 3 

7. Preschool in Three Cultures Revisited: China 

Chapter presentation 4 

8. Preschools in Three Cultures: United States 

Chapter presentation 5 

9. Preschool in Three Cultures Revisited: United States 

Chapter presentation 6 

10. Analyzing the preschools in Japan, China and US 

11. Lesson plan critique  

12. Lesson plan revision 

13. Lesson plan presentations 

14. 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） 

Participation(30%)/Chapter Presentation(20%)/Lesson Plan Critique(20%)/Lesson Plan Revision & Presentation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Reading packet will be given in class. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

The following minimum level of English Language Proficiency is expected at the time of registration: TOEFL (iBT) 90 and/or 

IELTS 6.5. 
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■VV252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
VV252／Teaching EFL to Japanese School Children 

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） 
ICC6141 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The present course aims for students to become familiar with the current situations of EFL in Japanese primary schools. 

Students will deepen their understanding of EFL in Japanese primary schools from both theoretical and practical aspects. 

Students will also acquire understanding of policy issues that are unique to Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Through lectures and class discussions, students will study basic theoretical knowledge and teaching methodologies necessary 

to teach English in Japanese primary school settings. Opportunities to conduct lesson demonstrations will efficiently enhance 

students' practical skills.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Key themes in teaching English to young learners 

3. Child SLA and pedagogy 

4. Teaching English, its significance and discussions in Japanese primary schools 1 

5. Teaching English, its significance and discussions in Japanese primary schools 2 

6. Lesson plans, teaching methodologies, and team-teaching in Japanese primary schools 

7. Lesson demonstraion 1 

8. Introducing CLIL in young learners classrooms 

9. CLIL activities and planning CLIL 

10. Use of L1 and L2 with young learners 

11. Assessing young learners 

12. Lesson demonstration 2 

13. Lesson demonstration 2 

14. Prospective and challenges of EFL in Japanese primary schools, 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, class participation, and reading homework(20%)/Lesson plans and demonstrations(35%)/Reflection papers, interview 

and report(s)(45%) 

 

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） 

The following minimum level of English Language Proficiency is expected at the time of registration: TOEFL (iBT) 90 and/or 

IELTS 6.5. 
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■VV253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
VV253／Pedagogical English Grammar to Japanese Students 

担当者名 

（Instructor） 
熊澤 雅子(KUMAZAWA 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） 
ICC6141 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The initial aim of this course is to help students understand from linguistic and socio-political perspectives what it means to 

teach grammar to Japanese learners of English. They will also learn some basic concepts of English grammar and different 

approaches to pedagogical grammar. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1. Redefine grammar and grammar teaching in TESOL 

2. Understand basic grammatical terminologies and concepts 

3. Contextualize grammar teaching in the Japanese context 

4. Understand traditional and new approaches to grammar teaching 

5. Discuss how grammar should be taught in Japan 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course 

2. Basic (1): Grammar and grammar teaching in ESL 

3. Basic (2): Grammar and grammar teaching in EFL 

4. Basic (3): Grammatical terminology and concepts (1) 

5. Basic (4): Grammatical terminology and concepts (2) 

6. Social (1): Historical overview of English education in Japan 

7. Social (2): Changing roles of grammar teaching 

8. Social (3): Teacher cognition in teaching grammar 

9. Social (4): Discussion of socio-political issues 

10. Linguistic (1): Japanese grammar and English grammar 

11. Linguistic (2): Lexicogrammar 

12. Linguistic (3): Traditional approaches to teaching grammar 

13. Linguistic (4): New approaches to teaching grammar 

14. Presentation: Micro-teaching and evaluation 

 

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） 

Participation(20%)/Reading journal(20%)/Reflection papers(20%)/Presentation(20%)/Tests(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Readings will be given in class. 

 

参考文献（Readings） 

To be announced in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

The following minimum level of English Language Proficiency is expected at the time of registration: TOEFL (iBT) 90 and/or 

IELTS 6.5. 
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■VV254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV254／Teaching English Vocabulary to Japanese Students: Learning, Teaching and 

Use 

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） 
ICC6141 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to:  

(1) Learn what it means to know a word 

(2) Learn how much vocabulary size learners need and what vocabulary we should be focusing on 

(3) Gain knowledge of how to learn and teach vocabulary  

(4) Become aware of methods for evaluating learners’ progress in vocabulary 

(5) Develop a lesson plan and conduct a lesson 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, we will review important issues in the field of second language vocabulary acquisition. We will explore whether 

what has been practiced and believed to be the appropriate vocabulary teaching is the most effective and efficient way based 

on recent vocabulary studies. Specific topics will include what it means to know a word, how much vocabulary size learners 

need to know, what vocabulary learners should be focusing on, what are ways to teach vocabulary and how we can assess 

students’ vocabulary knowledge. Each week, students are assigned to do a book summary presentation(s) from the course 

textbook. At the end of the semester, students will do a demo teaching based on their lesson plans. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course; What is vocabulary? 

2. Library tour 

3. Testing receptive vocabulary knowledge  

Findings on lexical knowledge of Japanese students 

4. Testing productive vocabulary knowledge 

Vocabulary Myth Questionnaire 

5. Vocabulary Myths 

Studies on different vocabulary learning conditions 

6. Deliberate vocabulary teaching/learning 

7. Vocabulary and reading 

8. Vocabulary and listening & speaking 1 

9. Vocabulary and listening & speaking 2 

10. Vocabulary and writing 

11. Prepare for Demo Lesson 

12. Demo Lesson & Lesson Plan 1 

13. Demo Lesson & Lesson Plan 2 

14. Wrap-up 

 

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

The class involves a great deal of in-class discussion based on your readings. So be prepared and be ready to actively discuss 

during the class hours. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation(30%)/Book summary presentation(s)(30%)/Lesson plan(20%)/Demo teaching(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Nation, I.S.P.. 2008. Teaching vocabulary: Strategies and techniques.. Heinle Cengage Learning (ISBN:978-1-4240-0565-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. Nation, I.S.P.. 2013. Learning vocabulary in another language 2nd edition.. Cambridge University Press 

2. Nation, I.S.P. and Webb, S.. 2011. Researching and analyzing vocabulary. Heinle Cengage Learning 

3. Folse, K.. 2004. Vocabulary myths: Applying second language research to classroom teaching. University of Michigan Press 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

The following minimum level of English Language Proficiency is expected at the time of registration: TOEFL (iBT) 90 and/or 

IELTS 6.5. 

 

  



 - 101 - 

■VV255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
VV255／Japanese Learners and Learning English in Japan 

担当者名 

（Instructor） 
大森 愛(OHMORI AI) 

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） 
ICC6141 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The present course aims to help students understand certain features of Japanese learners of English and English learning 

situations in Japan. Instead of focusing on the policy level, the present course aims to illustrate specific features of Japanese 

learners of English in school and what it really means to study English for the Japanese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course deals with topics related to learners of English, focusing specifically on Japanese contexts and Japanese learners. 

Students will deepen their understanding towards Japanese learners and situations of learning English in Japan through 

lectures, discussions, and their research assignments. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Motivation 1 

3. Motivation 2 

4. Willingness to communicate 

5. Classroom silence 

6. Learning strategies 1 

7. Learning strategies 2 

8. The English language and Japanese society 

9. The English language and Japanese learners in school 

10. Team teaching in Japan 

11. Native-speakerism 1 

12. Native-speakerism 2 

13. Student presentation 

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, class participation, and reading homework(20%)/Reflection papers, interviews and reports(60%)/Final report and/or 

presentation(20%) 

 

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） 

The following minimum level of English Language Proficiency is expected at the time of registration: TOEFL (iBT) 90 and/or 

IELTS 6.5. 
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■VV258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
VV258／Japanese in Educational Settings : Classroom and Kyomuka 

担当者名 

（Instructor） 
藤田 恵(FUJITA MEGUMI) 

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） 
ICC6141 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will acquire basic Japanese that English teachers who work in Japanese educational institutions use in a classroom 

and kyomuka (an educational affairs section) and will be able to use them.  

Intended for those individuals who have no prior leaning experience or are at a similar level. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course introduces vocabulary and expressions used in educational settings and provides practices of speaking and 

listening. They are provided in the order which they would be used in educational settings.  

This course also provides practices of reading and writing Hiragana and Katakana. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Classroom: Beginning of the semester 1 (Greetings, Self-introduction) 

2. Classroom: Beginning of the semester 2 (Facilities, Teaching materials and tools) 

3. Classroom: Classroom activity 1 

4. Classroom: Classroom activity 2 

5. Classroom: Classroom activity 3 

6. Classroom: Classroom activity 4 

7. Classroom: End of the semester (Testing, etc.) 

8. Review (Classroom) 

9. Oral test (Classroom) 

10. Kyomuka: Beginning of the semester 

11. Kyomuka: During the semester 

12. Kyomuka: End of the semester 

13. Review (Kyomuka) 

14. Oral test (Kyomuka) 

 

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%)/In-class assignment(20%)/Homework (Hiragana, Katakana, Vocabulary)(15%)/Quiz (Hiragana, 

Katakana, Vocabulary)(15%)/Oral test (Classroom, Kyomuka)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

References and materials will be distributed in class as needed. 

 

参考文献（Readings） 

References will be assigned in class as necessary. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

The following minimum level of English Language Proficiency is expected at the time of registration: TOEFL (iBT) 90 and/or 

IELTS 6.5. 
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■VV302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV302／通訳翻訳研究特殊講義Ｂ 

(Seminar in Translation and Interpreting Studies B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
通訳翻訳研究のトレンド 

担当者名 

（Instructor） 
坪井 睦子(TSUBOI MUTSUKO) 

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） 
ICC6243 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、近年における通訳翻訳研究の新たな動向について、関連する文献をクラスで読み進めながら、異文化コミュニケー

ションの視点から通訳翻訳実践の多様なありかたと今後の通訳翻訳研究の課題を考察、展望する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

急速に進展するグローバル化によって、異なる言語間、異なる文化間のコミュニケーションの仲介としての通訳翻訳の果たす役

割も一層重要となっている。加えて、インターネットをはじめとする情報通信技術の革新を背景に、通訳翻訳のありかたも変化・多

様化している。それに伴い、通訳翻訳の実践や現象を対象とする研究においても、新たな視点からの様々な取り組みが始まって

いる。 

授業では、まず近年における通訳翻訳研究の動向を概観したうえで、通訳翻訳に関わる様々なトピックを皆で考え、それらを大き

く 4 つのテーマ群に分け、テーマごとにグループを組む。下記授業計画に示すのは暫定的なテーマ群である。各受講生は自らの

関心に基づき各テーマに関する文献・論文を探してきてクラスに紹介し、それをクラス全体で読み合う。毎回の授業では、担当に

あたった学生が文献の論点を簡潔にまとめるとともに、内容を批判的に検討したうえで自らの意見や疑問点を提示し、それをもと

にクラスでディスカッションを行う。 

このような活動を通し、研究に臨むうえで大切な批判的姿勢を養い、異文化コミュニケーション研究としての通訳翻訳研究の課題

と可能性について探求する。 

尚、クラスの状況によって授業内容の一部が変更されることがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

通訳翻訳に関する近年の研究動向（１） 

2. 通訳翻訳に関する近年の研究動向（２） 

3. 通訳翻訳とメディア（１） 

4. 通訳翻訳とメディア（２） 

5. 通訳翻訳とメディア（３） 

6. 通訳翻訳教育（１） 

7. 通訳翻訳教育（２） 

8. 通訳翻訳教育（３） 

9. 通訳翻訳とテクノロジー（１） 

10. 通訳翻訳とテクノロジー（２） 

11. 通訳翻訳とテクノロジー（３） 

12. 戦争・平和と通訳翻訳（１） 

13. 戦争・平和と通訳翻訳（２） 

14. 戦争・平和と通訳翻訳（３） 

まとめ：異文化コミュニケーションとしての通訳翻訳研究の課題と可能性 

 

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

各回の課題については授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への主体的取り組みと貢献(30%)/担当論文に関する発表(20%)/リアクションペーパー(20%)/最終課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。適宜、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 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:978-4-623-06727-5) 

授業時に随時、参考文献を提示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV303／通訳翻訳研究特殊講義Ｃ 

(Seminar in Translation and Interpreting Studies C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディアと通訳翻訳 

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） 
ICC6243 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

通訳翻訳研究において、"Media Translation"あるいはより狭義に"News Translation"と呼ばれる研究分野に関する理解を深め、

メディアにおける通訳翻訳の課題や可能性について具体的な事例を分析しながら探求する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル化と高度情報化により、今日では通訳翻訳行為の多くが、メディアを介して、あるいはメディアを通じて拡散されること

を前提に行われている。しかし、メディアの現場において、誰が、どのような目的を持って、いかように通訳翻訳行為を行なってい

るのかは、十分に解き明かされているとは言い難い。この授業では、それぞれのメディア（媒体）ごとに、こうした実践の容態を明

らかにし、この分野に特有の課題について議論する。同時に、通訳翻訳研究とメディア研究にまたがる学際的な研究の現状と可

能性についても考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. メディアと通訳翻訳にまつわる研究の概要 

2. メディア通訳とは：通訳者の可視性について 

3. メディア翻訳とは：Transeditingの功罪 

4. ニュース・トランスレーション研究の射程 

5. ケーススタディ１：国際通信社 

6. ケーススタディ２：新聞社 

7. ケーススタディ３：テレビ（放送通訳・字幕を含む） 

8. ケーススタディ４：ラジオ 

9. ケーススタディ５：雑誌 

10. ケーススタディ６：オンラインメディア 

11. ケーススタディ７：SNS 

12. 学生による研究発表 1 

13. 学生による研究発表 2 

14. メディア翻訳のこれから 

※ 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） 

課題がある場合は、授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への貢献とリアクションペーパー(30%)/研究発表(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Bielsa, E., & Bassnett, S.. 2009. Translation in global news. Routledge (ISBN:0415409721) 

適宜、必要に応じて通知・配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Allan Bell. 1991. The Language of News Media. Blackwell (ISBN:0631164359) 

2. Alberto Fuertes and Ester Torres-Simón (Eds.). 2015. And Translation Changed the World (and the World Changed 

Translation) . Cambridge Scholars Publishing (ISBN:1443871133) 

3. 坪井睦子、2013、『ボスニア紛争報道:メディアの表象と翻訳行為』、みすず書房 (ISBN:4622077388) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■VV304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV304／通訳翻訳理論 

(Theories of Translation and Interpreting) 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 理加(YOSHIDA RIKA) 

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） 
ICC6243 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

通訳・翻訳学の概念、研究方法、研究事例を学び、自らの関心に基づいて研究を行うための理論的枠組みを習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

参考文献と配布するプリントに基づいて基本的な通訳・翻訳理論を体系的に紹介する。授業は講義と受講者の発表・討論を中心

に進めるため、受講者の積極的な参加を期待する。受講者の関心のあるテーマを取り上げるため、シラバスの内容は変更する

場合もある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、通訳・翻訳研究とは 

2. 等価の理論：正しい通訳・翻訳とはどのように捉えられてきたか 

3. 翻訳プロセスの研究 

4. テキスト・タイプとスコポス理論 

5. 談話分析と翻訳研究 

6. 文化的・イデオロギー的転回 

7. 翻訳者の役割・可視性 

8. 通訳学の発展 

9. 通訳の認知的研究 

10. 通訳学の社会学的転回 

11. 談話分析と通訳研究 

12. 通訳者の役割・可視性 

13. 通訳・翻訳教育 

14. グローバル社会における通訳・翻訳の役割 

 

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

毎回、指示された文献を読み、内容をまとめた上で授業に参加すること。英語の文献も利用する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への貢献(40%)/リアクションペーパー(20%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. マンデイ、J.、2012、『翻訳学入門』、みすず書房 (ISBN:978-4-622-07455-7) 

2. Pochhacker, F & Shlesinger, M.. 2001. The Interpreting Studies Reader (Routledge Langage Readers). Routledge (ISBN:978-

0415224789) 

3. Venuti, L.. 2012. The Translation Studies Reader. Routledge (ISBN:978-0415613484) 

4. ポェヒハッカー、F.、2008、『通訳学入門』、みすず書房 (978-4-622-07412) 

授業時により詳細な参考文献リストを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV306／通訳翻訳テクノロジー論 

(Technologies for Translators and Interpreters) 

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） 
ICC6243 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
4/14、5/19、6/30 各日 1～5 限 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Professional translation and interpreting is very often a collaborative activity distributed across members of multilingual teams 

with complementary competencies. Such collaboration is typically enabled by various software tools, known as translation 

technologies. The course aims to equip students with the technological competences to: (1) use translation technologies 

routinely and integrate them successfully into their translation and interpreting practice; (2) understand the principles underlying 

each technology and its limitations; (3) acquire rigorous methods for evaluating and comparing the performances of different 

tools. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course is delivered in three intensive workshops, each covering the equivalent of five weeks lectures. The first workshop is 

devoted to acquiring a working familiarity with a number of core technologies for, notably: corpus creation, terminology 

extraction, translation memory, machine translation, quality assurance, project management. The second workshop focuses on 

underlying principles and methods of evaluation. The third takes the form of a team evaluation project using materials from 

students’ translation and interpreting classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Translator and interpreter competences: the need for teamwork and technological support 

2. Corpora for translators and interpreters: their utility, creation and mining for terminology 

3. Sharing and re-using terms and translations: translation memory 

4. Automatically producing draft translations: machine translation 

5. Coordinating translation: project management and quality assurance tools 

6. Principles of corpus design and use 

7. Principles of translation memory and machine translation (rule-based and statistical) 

8. Principles of evaluation of language technologies 

9. Setting up evaluation experiments 

10. Interpreting the results and drawing conclusions 

11. Evaluation project: data and objectives 

12. Evaluation project: design 

13. Evaluation project: conduct 

14. Evaluation project: results and interpretation 

15. Review and reflection 

 

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

In addition to doing the required background reading, students are expected to maintain a reflective log of their weekly use of 

translation technologies for their translation/interpreting activities in other courses and their efforts to become more proficient 

users. Moreover, they are expected to contribute (1) tips to a FAQ database to enhance expertise within the group, and (2) 

term lists and translation memories to a shared resource repository. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/Contribution to FAQ database and workshop participation(20%)/Contribution to resource 

repository(20%)/Reflective log(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Hartley, T. “Translation technology.” In The Routledge Companion to Translation Studies, edited by J. Munday, 106-127. 

London: Routledge. 2008. 

 

Further readings will be recommended in class. 

 

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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■VV307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／会議通訳入門 

(Introduction to Conference Interpreting) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introductory course of the Conference Interpreting Program 

担当者名 

（Instructor） 
川瀬 勝(KAWASE MASARU) 

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） 
ICC5243 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This is an introductory course of the Conference Interpreting Program, which is designed to develop interpreter competencies 

identified by major international institutions.  

This course introduces the students to the most fundamental concepts and skills of interpreting.  It seeks to enable them to 

learn these skills and apply them to simulated setting of interpreting, and eventually to interpreting in real personal or business 

situations.  

The objectives of the course includes, among others, understanding the basic nature of act of interpreting, being able to engage 

in 'active listening,' grasping the basic skill of note-taking and applying it to interpreting, and providing a comprehensive package 

of coherent message of communication to the listeners, as well as gaining preliminary knowledge of interpreting profession and 

its market. 

By completing this course students should be able to interpret 1-2 minute segment of a speech of general or mildly technical 

topic.    

 

授業の内容（Course Contents） 

Students are exposed to the basic concept of consecutive, and later briefly to simultaneous interpreting.  They'll learn the 

different modes of interpreting, basic skills needed in each mode, as well as general principles of consecutive interpreting as an 

art.  They will also learn active listening skills, and later systematic note-taking skills, and reconstruction, or re-creation of the 

message speaker wants to convey. 

Eventually, combining these skills, they will be able to develop their own 'personal' strategy for interpreting. 

Students are required to participate in exercises, as well as comment on performance of others, in interpreting between English 

and Japanese, in both directions.  They also need to do research into the themes, and to submit reports on their in-class 

performance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction:  Nature of an act of interpreting 

                   Modes of interpreting 

2. Introduction to active listening 

3. Active listening exercise 

4. Interpreting without notes 1 

5. Interpreting without notes 2 

6. Interpreting without notes 3 

7. Mid-term test 

8. Review of mid-term test 

Introduction to note-taking 

9. Interpreting with notes 1:  Personal account, courtesy calls 

10. Interpreting with notes 2:  Simple business negotiation 

11. Interpreting with notes 3:  Mildly technical 

12. Interpreting with notes 4:  Political, ideological 

13. Final test 

14. Review of final test 

Introduction to simultaneous interpreting 

 

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

Students are required to do an extensive research on the theme prior to the class, thereby building up bilingual glossary of 

various topics.  They also need to be informed of current events.  After class, they are to write and submit a report on their 

in-class performance, as well as a journal of interpreting practices (minimum 10 hours per week, individually or in a group). 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終テスト(Final Test)(40%)/Mid-term test(30%)/In-class performance(20%)/Report/journal submitted; class participation(10%) 

 

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. Gillies, A. 2013. Conference Interpreting:  A Student's Practice Book. Routledge (ISBN:0415532361) 

 

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 100, IELTS 

7.0, TOEIC 880, or Eiken 1. Non-native speakers of Japanese are required to hold N1. 

TI@Rikkyo http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ti-rikkyo/ 

翻訳通訳教育ポータル http://www2.rikkyo.ac.jp/web/tiedu/  

 

注意事項（Notice） 
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■VV308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV308／会議通訳１ 

(Conference Interpreting 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Intermediate course of the Conference Interpreting Program 

担当者名 

（Instructor） 
川瀬 勝(KAWASE MASARU) 

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） 
ICC5243 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This is an intermediate course of the Conference Interpreting Program, which is designed to develop interpreter competencies 

identified by major international institutions.  

This course is designed to further develop the skills students acquired in Introduction to Conference Interpreting course. The 

objectives of this class are, among others, the following: 

- Converge the different skills to form a strategy for consecutive interpreting 

- Learn to deliver a coherent ‘package’ of communication  

- Learn the fundamental concepts and skills of simultaneous interpreting 

- Become skillful in finding relevant material for the topic to be covered 

- Learn about professional conduct and code of ethics of interpreters 

By completing this course, they should be able to interpret the message of 2-3 minutes in length for consecutive, and up to 8 

minutes of speech on a general topic for simultaneous interpreting. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students are exposed to interpreting exercises of both E to J and J to E on a wide range of topics in order to gain broad 

experiences.  In the process, they also learn finer context of the profession, such as code of ethics.  By combining the skills, 

knowledge and understanding, they should be able to gradually develop a solid personal strategy, for grasping the message, for 

note taking, and for delivering a coherent and convincing message of the speaker. 

They are also exposed to simultaneous interpreting:  Fundamental concepts and skills, mechanism for retention, and various 

techniques for delivery. 

Students are expected to do a research on the topics to be used in class, and to submit reports on their in-class performances. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction  

Review of the basic skills 

2. Consecutive interpreting:  Personal 

3. Consecutive interpreting:  Business 

4. Consecutive interpreting:  Technical, IT 

5. Consecutive interpreting:  Political, ideological 

6. Consecutive interpreting:  International 

7. Mid-term test (consecutive) 

8. Review of the mid-term test 

General principles and strategies for simultaneous interpreting 

9. Split attention, double tracking 

Exercises 

10. Simultaneous interpreting:  Slow and personal 

11. Simultaneous interpreting:  Moderately technical, IT 

12. Simultaneous interpreting:  Political 

13. Simultaneous interpreting:  International 

14. Final test 

(Content and schedule subject to change depending on the class mix) 

 

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

Students are required to do an extensive research on the theme prior to class, thereby building up bilingual glossary of various 

topics.  They also need to be informed of current events.  After class, they are to write and submit a report on their in-class 

performance, as well as a journal of interpreting practices (minimum 10 hours per week, individually or in a group). 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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Final test(40%)/Midterm test(30%)/In-class performance(20%)/Report/journal submissions and class participation(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Reading materials will be distributed in class when necessary. 

 

参考文献（Readings） 

1. 小松達也、2005、『通訳の技術』、研究社 (ISBN:4327451916) 

2. Jones, R.. 2002. Conference Interpreting Explained. St. Jerome (ISBN:1900650576) 

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) 

4. 水野的、2015、『同時通訳の理論』、朝日出版社 (ISBN:425500871X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Prerequisite:  Students must have successfully completed Introduction to Conference Interpreting. 

 

注意事項（Notice） 
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■VV309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV309／会議通訳２ 

(Conference Interpreting 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Advanced course of the Conference Interpreting Program 

担当者名 

（Instructor） 
武田 珂代子(TAKEDA KAYOKO) 

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） 
ICC6243 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This is an advanced course of the Conference Interpreting Program, which is designed to develop interpreter competencies 

identified by major international institutions. The objectives of the course are for students: 1) to hone skills for consecutive 

interpreting with systematic note-taking and simultaneous interpreting for speeches on topics that are typically dealt with by 

conference interpreters; 2) to hone skills for researching domain-specific topics; and 3) to become familiar with professional 

settings and requirements for conference interpreters. By the end of the course students should be able to accurately interpret 

up to 15 minutes of speech on a technical topic in the simultaneous mode. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students engage in exercises for consecutive interpreting with systematic note-taking and simultaneous interpreting between 

English and Japanese for speeches on technical, business and political topics. Students are expected to research the topics to 

be used in class, and to submit reports on their in-class performance using appropriate metalanguage and theoretical 

references. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction (review of Conference Interpreting I) 

2. Consecutive interpreting (business) 

3. Consecutive interpreting (technology) 

4. Simultaneous interpreting (technology) 

5. Simultaneous interpreting (technology) 

6. Simultaneous interpreting (technology) 

7. Midterm test (consecutive and simultaneous interpreting) 

8. Review of the midterm test 

9. Simultaneous interpreting (business) 

10. Simultaneous interpreting (business) 

11. Simultaneous interpreting (international relations) 

12. Simultaneous interpreting (international relations) 

13. Simultaneous interpreting (international relations) 

14. Final test 

(Content and schedule subject to change depending on the class mix) 

 

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 create bilingual glossaries of current events; to research the topic to be covered 

in the next class; to submit a report on in-class performance after class; and to submit a journal of interpreting practices (at 

least 10 hours a week, individually or in a group). 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final test(40%)/Midterm test(30%)/In-class performance(20%)/Report/journal submissions and class participation(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

N/A 

 

参考文献（Readings） 

1. Gillies, A.. 2013. Conference Interpreting: A Student’s Practice Book. Routledge (ISBN:0415532361) 

2. Jones, R.. 2002. Conference Interpreting Explained. St. Jerome (ISBN:1900650576) 

3. 水野的、2015、『同時通訳の理論』、朝日出版社 (ISBN:425500871X) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Prerequisite: Students must have successfully completed Introduction to Conference Interpreting and Conference Interpreting I. 

 

注意事項（Notice） 
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■VV310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV310／通訳実習 

(Interpreting Practicum) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Final course of the Conference Interpreting Program 

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） 
ICC6243 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現実の通訳プロジェクトに参加して、それまでに学んだ通訳理論や演習で習得した通訳スキルを実践に生かすことで、実務に慣

れ、職務倫理を理解し、プロの通訳者としての意識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

このコースは、「会議通訳入門」、「会議通訳 1」、「会議通訳 2」のすべてを履修済みの学生を対象とする。 

 

初回の授業では、実習の目的と実習を通じて獲得すべき技能や職業意識について理解する。また、立教大学における翻訳およ

び通訳のサービスラーニングプロジェクト「RiCoLaS」や、各種インターンシップ、実務など、実習の場として活用できる機会につい

て理解する。それらの理解に基づき、各自の目指すべき到達地点について検討する。 また、実習報告書の書き方についても確

認する。 

 

実習期間中は週ごとに実習内容について①各自の目標②目標達成に向けた課題③実際の成果を記録する。実習報告書の中間

発表では、前半の実習内容とその成果について、クラスで発表する。最終授業では、全体のまとめとなる口頭による最終発表に

加えて、完成した実習報告書を提出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 実習計画発表 

3. 実習 

4. 実習 

5. 実習 

6. 実習 

7. 実習 

8. 実習報告書の中間発表 

9. 実習 

10. 実習 

11. 実習 

12. 実習 

13. 実習 

14. 最終発表と実習報告書の提出 

＊計画は実習の状況に応じ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） 

各自、プロジェクト計画に沿った実習を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実習内容(30%)/中間・最終発表(30%)/実習報告書(40%) 

 

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) 

 

参考文献（Readings） 

適宜必要に応じて配付またはウェブにアップする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■VV311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／翻訳の原理と方法 

(Principles and Methods in Translation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Intermediate translation course of the Professional Translatiom 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） 
ICC5243 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

翻訳専門職養成プログラムの導入科目。さまざまな種類のテキストの翻訳を試みながら、なぜそう訳すのか、何が効果的な翻訳

方略なのかを常に検討することで、翻訳に対する基本的な考え方と技術を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

このコースは英日翻訳の初学者を対象としており、実践的な演習を通じて、原文である英語をしっかりと読み込む作業と、適切な

日本語表現をじっくりと選ぶ作業を行い、翻訳の基礎を身につけるとともに、用語管理や背景調査などの実践的スキルも学ぶ。 

演習の題材としては、主にインターネット上で配信されている、ニュース、ジャーナル、そのほかの身近な話題と専門的な情報を

扱う。また、演習に際しては各種の翻訳支援ツールを活用する。 

演習授業は用語集作成・背景調査・訳出・添削ないしピアレビュー・リビジョンというサイクルで行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 翻訳を始める前に：ジャンルとレジスタを機能主義アプローチを使って説明する。 

2. ジャーナル：社会 1 

3. ジャーナル：社会 2 

4. ジャーナル：政治 1 

5. ジャーナル：政治 2 

6. ジャーナル：テクノロジー1 

7. ジャーナル：テクノロジー2 

8. 振り返り 

9. ウェブサイト：文化 1 

10. ウェブサイト：文化 2 

11. ウェブサイト：科学 

12. ウェブサイト：科学 

13. 振り返り 

14. 最終テスト 

※ 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） 

毎週、宿題として翻訳課題に取り組み、次回授業の前々日までに提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業参加(20%)/課題(70%)/最終テスト(Final Test)(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 安西徹雄、1995、『英文翻訳術』、筑摩書房 (ISBN:978-4480081971) 

2. 光藤 京子, 田辺 希久子、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:978-4384055061) 

3. 共同通信社、2016、『記者ハンドブック第 13 版』、共同通信社 (ISBN:978-4764106871) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

英語の非母語話者は TOEFL iBT 100, TOEIC 880, IELTS 7.0,  または英検１級を取得しておくこと。日本語の非母語話者は N1

を取得しておくこと。 

初回の授業には必ず出席してください。授業内容は、クラスの構成等により変更する可能性があります。 
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注意事項（Notice） 
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■VV312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV312／翻訳演習１ 

(Translation Seminar 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introductory course of the Professional Translation Program 

担当者名 

（Instructor） 
田辺 希久子(TANABE KIKUKO) 

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） 
ICC5243 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

プロとして通用する翻訳スキルの習得をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グループ翻訳プロジェクトとして、さまざまな種類の起点テクストを使用する予定である。訳出にあたっては原文内容の正確な転

移はもちろん、背景知識の調査、グループ翻訳における用語管理等の実践的スキルを重視する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. グループ翻訳および教科書+参考資料による翻訳スキルの解説（1） 

3. グループ翻訳および教科書+参考資料による翻訳スキルの解説（2） 

4. グループ翻訳および教科書+参考資料による翻訳スキルの解説（3） 

5. グループ翻訳および教科書+参考資料による翻訳スキルの解説（4） 

6. グループ翻訳および教科書+参考資料による翻訳スキルの解説（5） 

7. グループ翻訳および教科書+参考資料による翻訳スキルの解説（6） 

8. グループ翻訳および教科書+参考資料による翻訳スキルの解説（7） 

9. グループ翻訳および教科書+参考資料による翻訳スキルの解説（8） 

10. グループ翻訳および教科書+参考資料による翻訳スキルの解説（9） 

11. グループ翻訳および教科書+参考資料による翻訳スキルの解説（10） 

12. グループ翻訳および教科書+参考資料による翻訳スキルの解説（11） 

13. グループ翻訳および教科書+参考資料による翻訳スキルの解説（12） 

14. 最終テスト 

 

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

- 日頃よりさまざまな分野の語彙や知識に関心をもつこと。 

- 自分が目指すジャンルにおけるプロ翻訳者の原文と訳文を入手して比較研究すること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業参加(20%)/課題(80%) 

成績評価について第１回授業において補足説明する可能性がある。 

 

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) 

その他の参考文献については随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業スケジュール等について第１回授業において補足説明する可能性がある。 

先修規定：「翻訳の原理と方法」を履修済みであること。 

 

注意事項（Notice） 
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■VV313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV313／翻訳演習２ 

(Translation Seminar 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

字幕翻訳の理論と実践（Advanced translaltion course of the Professional Translation 

Program） 

担当者名 

（Instructor） 
篠原 有子(SHINOHARA 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） 
ICC6243 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

視聴覚翻訳の中心領域である字幕翻訳の特徴と制約を理解し、翻訳実践を通して様々な状況に対応した字幕を作成するための

技能を養う。また、翻訳方略や字幕研究の流れなど理論的な知識を習得すると同時に、技術の進展とともに起きている字幕の新

たな動きについて理解する。これらを通して、字幕翻訳の理論と実践のつながりについて考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、字幕翻訳理論の概説と、英語映画のための日本語字幕の作成を行う。はじめに、視聴覚翻訳と字幕翻訳について

概観したうえで、訳出のための準備として字幕翻訳のルールや制作プロセスを明らかにする。次に、字幕翻訳の特性について示

してから、翻訳課題である映画の一部を素訳から字幕訳へと段階的に訳出する。また、翻訳方略の分類やその活用法などにつ

いて述べ、自らの訳出を理論的に説明する方法について解説する。さらに、映画字幕とは内容や形態が異なる字幕を取り上げ、

テクノロジーやアクセシビリティなどの観点から、新形態の字幕について議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：翻訳課題および翻訳ソフトの説明 

2. 視聴覚翻訳の理論、研究、実践 

3. 字幕翻訳のルールと技法 

4. 字幕翻訳の特性：時間と空間の制約 

5. 字幕翻訳の特性：批判されやすい翻訳 

6. 字幕翻訳の特性：マルチモード性 

7. 翻訳方略 

8. ユーモアと異文化の訳出 

9. 協働作業としての字幕翻訳 

10. 字幕と吹き替え 

11. 新形態の字幕翻訳（1） 

12. 新形態の字幕翻訳（2） 

13. 字幕翻訳とアクセシビリティ 

14. プレゼンテーション 

（授業の進捗状況により、内容と順番が変更される場合がある） 

 

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

翻訳、論文講読などの指示された課題に取り組み、授業の前々日までに課題を提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/課題(40%)/授業への主体的取り組みと議論への貢献(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Díaz-Cintas, J. & Remael, A.. 2007. Audiovisual translation: Subtitling. St Jerome Publishing (ISBN:978-1-900650-95-3) 

2. マンディ，J.、2009、『翻訳学入門』、みすず書房 (ISBN:978-4-622-07455-7) 

3. Pérez-González, L.. 2014. Audiovisual translation: Theories, methods and issues. Routledge (ISBN:978-0-415-53027-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜、授業時にプリントを配付する。 

第１回の授業時に、翻訳課題と翻訳ソフトの使用について説明するので、各自 PC を持参すること。 

課題については次回授業開始時にフィードバックを行う。 
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先修規定：「翻訳演習 1」を履修済みであること。 

 

注意事項（Notice） 
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■VV314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV314／翻訳実習 

(Translation Practicum) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Final course of the Professional Translation 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） 
ICC6243 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現実の翻訳プロジェクトに参加して、それまでに学んだ翻訳理論や演習で習得した翻訳の方法を実践に生かすことで、翻訳の実

務に慣れ、職務倫理を理解し、プロの翻訳実践者としての意識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

このコースは、「翻訳の原理と方法」、「翻訳演習 1」、「翻訳演習 2」のすべてを履修済みの学生を対象とする。 

 

初回では、実習の目的と実習を通じて獲得すべき技能や職業意識について理解する。また、立教大学における翻訳および通訳

のサービスラーニングプロジェクト「RiCoLaS」や、各種インターンシップ、実務など、実習の場として活用できる機会について理解

する。それらの理解に基づき、各自の目指すべき到達地点について検討する。 

 

実習期間中は週ごとに実習内容について①各自の目標②目標達成に向けた課題③実際の成果を記録する。実習報告書の中間

発表では、前半の実習内容とその成果について、クラスで発表する。最終授業では、全体のまとめとなる口頭による最終発表に

加えて、完成した実習報告書（またはポートフォリオ）を提出する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 実習計画発表 

3. 実習 

4. 実習 

5. 実習 

6. 実習 

7. 実習 

8. 実習報告書の中間発表 

9. 実習 

10. 実習 

11. 実習 

12. 実習 

13. 実習 

14. 最終発表と実習報告書（またはポートフォリオ）の提出 

＊計画は実習の状況に応じ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） 

各自、プロジェクト計画に沿った実習を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実習内容(30%)/中間・最終発表(30%)/実習報告書またはポートフォリオ(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜必要に応じて配布またはウエブにアップする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■VV401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV401／異文化コミュニケーション研究特殊講義Ａ 

(Seminar in Intercultural Communication Research A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コスモポリタン主義と異文化コミュニケーション研究 

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） 
ICC6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コスモポリタン主義の概念的議論の流れを理解し、異文化コミュニケーション研究における文化的コスモポリタン主義の関連性を

捉える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コスモポリタン主義はこれまで政治的、倫理的、文化的な文脈で概念的な議論がなされてきた。この授業ではまず古代ギリシャ時

代にさかのぼるコスモポリタン主義の議論の流れを概観した後、１９９０年代以降の社会学、文化人類学、文化研究、倫理学等で

議論されてきた文化的コスモポリタン主義の議論をその関連概念とともに検討する。それを踏まえ、異文化コミュニケーション研

究理論・概念をいくつか取り上げ、コスモポリタン主義の視点から検討していく。授業は受講生の発表および討論を中心にすすめ

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コスモポリタン主義とは 

2. 古典的コスモポリタン主義理論 

3. 現代的コスモポリタン主義理論 

4. コスモポリタン倫理 

5. コスモポリタン主義とシティズンシップ 

6. コスモポリタン主義と多文化主義 

7. コスモポリタン主義とアイデンティティ 

8. コスモポリタン主義と異文化コミュニケーション研究 

9. コスモポリタン主義と文化適応理論 

10. コスモポリタン主義と異文化コミュニケーション能力理論 

11. コスモポリタン主義と異文化感受性モデル 

12. コスモポリタン主義と第三文化構築モデル 

13. 期末レポート計画発表 

14. 期末レポート相互レビュー 

 

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

必ず課題文献を読んだ上で授業に参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・授業参加貢献度(20%)/口頭発表(20%)/小レポート(20%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

毎回の授業で小レポートを提出してもらいます。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Delanty, Gerard. 2009. The cosmopolitan imagination. Oxford University Press (ISBN:978-0521695459) 

その他の課題文献については初回の授業で指示する（課題文献は英語）。 

 

参考文献（Readings） 

1. Sobré-Denton, Miriam, and Bardhan, Nilanjana. 2013. Cultivating cosmopolitanism for intercultural communication. Routledge 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回の小レポートは翌週返却してフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 

 

■VV402 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV402／異文化コミュニケーション研究特殊講義Ｂ 

(Seminar in Intercultural Communication Research B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディアコミュニケーションとレトリック 

担当者名 

（Instructor） 
青沼 智(AONUMA SATORU) 

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） 
ICC6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

いま・ここに存在するコミュニケーションを現代社会における問題の「解決方法」としてのみならず、その「要因」としても捉え、コミュ

ニケーション研究の見地より現代社会を分析・批判的に論じる知力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目ではコミュニケーション理論・実践について書かれた基本的な文献を読み、そこで得られた知の枠組みを使い、実際にい

ま・ここに存在する対人コミュニケーションの分析を、授業内・外での課題という形で実践する。より具体的には、コミュニケーショ

ンの持つ「関係構築」「説得」「感動」「アイデンティティの創成」「強要」「大衆操作・煽動」といった様々な機能、またそれらのコミュ

ニケーションの「かたち」や「文脈・状況」あるいはそこに見られる発話者の「物欲」、さらにはコミュニケーションが社会にもたらす

「具体的な影響」等について、学生のみなさんと共に考えていきたい。 

 

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と文化 

2. コミュニケーションと文化 

3. 言語コミュニケーション 

4. 非言語コミュニケーション 

5. コミュニケーションと「旧修辞学」 

6. 新しいプロパガンダ 

7. ポピュラーカルチャーとパフォーマー 

8. コミュニケーションと記憶・記録 

9. 広告と消費 

10. リア充とインスタ映え 

11. スポーツのメディア表象 

12. マイノリティの表象 

13. TBA 

14. まとめ・期末レポート口頭発表 

 

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%)/クラスディスカッションへの貢献(20%)/クラスプレゼンテーション(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青沼智・池田理知子・平野順也（編）、2018、『メディア・レトリック論』、ナカニシヤ出版 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じ適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV403／異文化コミュニケーション研究特殊講義Ｃ 

(Seminar in Intercultural Communication Research C) 

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） 
ICC6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、ミクロ社会学や相互行為の社会言語学を始め、相互行為（コミュニケーション）と社会との関係を扱う諸学についての

理解を深めることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、ミクロ社会学や相互行為の社会言語学を始め、相互行為と社会との関係を扱う研究分野を概観する。まず、ラボフ

系の社会言語学、ネットワーク理論、方言地理学、言語社会学、教育社会学などを概観し、社会階級、エスニシティー、ジェンダ

ー、地域、宗教、教育などの社会的な範疇・領野が、比較的マクロな水準でコミュニケーションとどのように相関するかを簡単に見

たあと、よりミクロな水準へと焦点化し、談話分析（ゴフマンやガンパーツなど）、エスノメソドロジー、会話分析、言語人類学、社会

語用論、社会心理学、ポライトネス理論など、ミクロ・レベルのコミュニケーションでの社会関係の構築などを扱う諸分野を解説す

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義概要：コミュニケーションと社会 

2. 社会的相互行為の諸相 

3. ラボフ系の社会言語学：社会階級、エスニシティー、標準語、ジェンダー、言語使用 

4. 社会ネットワーク理論、方言地理学、言語社会学：地理、伝播、言語階層（ダイグロシア） 

5. 教育社会学（一）：バーンスティン 

6. 教育社会学（二）：ブルデュー 

7. ミクロ社会学（一）：ゴフマン 

8. ミクロ社会学（二）：エスノメソドロジーと会話分析 

9. 談話分析と言語人類学 

10. 社会語用論、批判的談話分析 

11. 社会心理学、代名詞の社会指標性（T / V 体系） 

12. レジスター、呼びかけ行為 

13. ポライトネス理論 

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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表など(50%)/授業参加度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教室で配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小山亘、2012、『コミュニケーション論のまなざし』、三元社 (ISBN:978-4-88303-313-3) 

2. ヤコブ・Ｌ・メイ、2005、『批判的社会語用論入門』、三元社 (ISBN:4-88303-168-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV404／異文化コミュニケーション理論 

(Intercultural Communication Theory) 

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） 
ICC6340 

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に関わる理論的枠組みを体系的に学び,それに基づく質的研究アプローチへの理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コミュニケーション研究に深く関連する理論の系譜をたどることで, 概念や理論的枠組み,視点の関連性に目を向けると同時に, 

それらに則った様々な実践を概観する。具体的には,様々な知の潮流（解釈的系譜,批判的系譜,ポスト諸学派など）についての論

考を読み, 討議することで理解を深めたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：ポスト実証主義の系譜と研究スタイル 

2. シンボリック相互作用論 

3. 解釈学 

4. ドラマツルギーとドラマティズム 

5. エスノメソドロジー 

6. エスノグラフィー 

7. 記号論と構造主義 

8. 史的唯物論 

9. 批判理論 

10. フェミニズム 

11. 構造化理論と実践の理論 

12. ポストモダニズム 

13. ポスト構造主義 

14. ポストコロニアリズム 

 

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。尚, 内容項目や順番は進度状況に応じて変更する可能性がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表および討議への貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Prasad, P. 著（箕浦康子 監訳）、2018、『質的研究のための理論入門：ポスト実証主義の諸系譜』、ナカニシヤ出版 

 

参考文献（Readings） 

指導の中で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

異文化コミュニケーション研究基礎論を既に履修していることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■VV405 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV405／コミュニケーション研究特殊講義Ａ 

(Seminar in Communication Studies A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織コミュニケーション / ディスコース研究の視点から 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 武人(ISHIGURO TAKETO) 

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） 
ICC6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業の目標は、受講生が組織における異文化コミュニケーション（ディスコース）について多面的に分析・考察し、理解を深める

ことである。受講生は、組織で生起する異文化コミュニケーションを分析するための概念を学び、それらの概念を適切に用い、具

体的コミュニケーション場面を分析、考察できるようになることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、グローバル化を背景とし多様な文化が交錯する組織のコミュニケーションについて分析・考察するため、関連する諸研

究を扱う。受講生は、組織で生起する異文化コミュニケーションを分析・考察するための諸知見（組織研究、異文化コミュニケーシ

ョン研究、記号論、談話分析、会話分析、語用論、言語人類学、物語論等）を学び、それらの知見を用いて組織コミュニケーション

を分析、考察する。本講義で扱う組織は企業が中心となるが、保育園、学校、病院、介護施設、非営利団体、自治会などの様々

な組織もその範疇に入り、そうした組織で生起する異文化コミュニケーションの分析も射程とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：本講義の哲学的前提と焦点（組織ディスコース研究） 

2. 組織、コミュニケーション、文化の関係性：グループ規範、スピーチ・コミュニティ/コミュニティ・オブ・プラクティス 

3. 組織における文化的多様性の影響：Ｘ/Y理論、個人/集団主義、権力格差 

4. 文化的障壁を超えたコミュニケーション活動：記号化と解読、誤った知覚 

5. 異文化シナジー：文化的多様性のメリット・デメリット、会話スタイル、メタメッセージ、コンテクスト化の合図 

6. 小集団コミュニケーション：グローバル化と企業の類型、マルチカルチャーグループ、フロア、プレファランス 

7. リーダーシップとフォロワーシップ：暗黙のリーダーシップ、フォロワーの能動性、資格と権限 

8. ファシリテーション：中立的/参加型ファシリテーター、ライフストーリー 

9. 組織と外部のコミュニケーション：オープンシステム、ＣＳＲ、ステークホールダ―、6 機能モデル 

10. 異文化との交渉：交渉スタイル、水平・対等的関係/垂直・階層的関係、交渉戦略 

11. 多文化組織における日本人のコミュニケーション：多文化インターフェイス、文化的認知、非明示性 

12. 事例分析の発表：キーワードを用いた事例の分析・考察 

13. 事例分析の発表：キーワードを用いた事例の分析・考察 

14. 授業内容の総括：多文化化する組織コミュニケーションへの研究アプローチ 

 

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

授業前は、あらかじめ配布される論文等の資料を読んでおくこと。授業後は、組織コミュニケーションの理解を助けるキーワード

や分析概念を復習し、それらが当てはまる実際の事例を自分なりに探し、リサーチ・ノートにまとめておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)/発表（事例分析）(20%)/リサーチノート(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業にてプリントを配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. グラント, D.・ ハーディー, C.・ オズウィック, C.・パットナム, L.（編）、2012、『組織ディスコース研究』、同文館出版 (ISBN:978‐

4‐495‐38101‐1) 

2. Putnam, L., & Mumby, D. (Eds.). 2014. The SAGE handbook of organizational communication: Adbacnes in theory, research, 
and methods (3rd. ed.). SAGE (ISBN:978-1-4129-8772-1) 

3. Jablin, F., & Putnam, L. (Eds.). 2001. The new handbook of organizational communication. SAGE (ISBN:978-1-4129-1525-2) 

4. Aritz, J., & Walker, R. (Eds.). 2012. Discourse perspectives on organizational communication. Fairleigh Dickinson University 

Press (ISBN:978-1-61147-437-4) 

5. 則定隆男・椿弘次・亀田尚己（編）、2010、『国際ビジネスコミュニケーション：国際ビジネス分析の新しい視点』、丸善株式会社 
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(ISBN:978‐4‐621‐08291‐1) 

6. Adler, N.. 2002. International dimensions of organizational behavior (4th ed.). South-Western (ISBN:978-0-324-05786-5) 

7. 石黒武人、2012、『多文化組織の日本人リーダー像：ライフストーリー・インタビューからのアプローチ』、春風社 (ISBN:978‐

4‐86110‐322‐3) 

授業にて関連文献を適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

アクティブ・ラーニングを取り入れ、受講生と教員で議論をしながら授業を進める。また、受講生の関心に応じて授業内容を一部

変更することがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■VV406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV406／コミュニケーション研究特殊講義Ｂ 

(Seminar in Communication Studies B) 

担当者名 

（Instructor） 
奥田 博子(OKUDA HIROKO) 

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） 
ICC6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は、人間のコミュニケーションを象徴的な行為として捉えなおすことによって、複眼的な思考力を身につけることを目標と

する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

政治・メディア・歴史・物語・イデオロギーといったさまざまな文脈において「公的な説得の技法」としてのレトリックをコミュニケーシ

ョン論的に批評する方法を学習する。また、言語が自己・他者・社会に大きな影響を与えるメディアであるとともに、言語使用が一

種の権力実践であることに対する理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業紹介、コミュニケーションとは？コミュニケーション研究とは？レトリック研究とは？ 

2. 複眼的アプローチ（総論 1）：レトリックとは何か 

3. 複眼的アプローチ（総論 2）：レトリック批評とは何か 

4. 複眼的アプローチ（総論 3）：批評的創出の専門性と衰退 

5. 複眼的アプローチ（総論 4）：ポスト・トゥルースの時代 

6. Maxim 1：理解と興味の追求 

7. Review & 中間レポート発表 

8. Maxim 2：聴衆および読者 

9. Maxim 3：理論と方法 

10. Maxim 4：回り道の必要性 

11. 公的言説（概論）：フェイクニュース 

12. 公的言説（事例分析）：アメリカ合衆国大統領のレトリック 

13. 公的言説（事例分析）：スナップ写真に創出される微笑の表象空間 

14. 期末レポート発表 

 

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

授業計画に沿って指示された参考文献をよく読み、授業で配付された資料に目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業への参加度(50%)/中間レポート(20%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木健・岡部朗一（編）、2009、『説得コミュニケーション論を学ぶ人のために』、世界思想社 

2. Nothstine, W. L., Blair, C., & Copeland, G. A.. 2003. Critical questions: Invention, creativity, and the criticism of discourse and 
media. McGraw Hill 

3. 池田純一、2017、『＜ポスト・トゥルース＞アメリカの誕生』、青土社 

4. 林香里、2017、『メディア不信』、岩波新書 

5. Postman, N.. 1993. Technopoly: The surrender of culture to technology. Vintage Books 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV407 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV407／コミュニケーション研究特殊講義Ｃ 

(Seminar in Communication Studies C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニケーションと教育 

担当者名 

（Instructor） 
赤崎 美砂(AKAZAKI MISA) 

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） 
ICC6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コミュニケーションと教育・学習にかかわる諸理論と学びの場におけるコミュニケーションの課題を理解し、学びに必要な能力を体

験を通じて育成する方法を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コミュニケーションと教育・学習の関係と学びの仕組みを理解し、学びの場でのコミュニケーションの工夫を考えるために必要な知

的バックグラウンドを構成することに加え、体験を活用して学ぶ方法の事例に触れる。前半はインタビューをより意味のあるもの

にすることを目標に、インタビューに活用できる概念を理解した上で実際にインタビューを計画し実施する。後半は異文化トレーニ

ングの事例を体験し、コミュニケーションを学びの場とする方法を理解した上で、アクティビティを考案し実施する発表を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：講義内容・課題の説明、アイスブレーキング 

2. 教育・学習とコミュニケーション１：教育と学習、コミュニケーションと学び 

3. 教育・学習とコミュニケーション２：コミュニケーション、能力、トレーニング 

4. 学びとコミュニケーションの課題１：言語と非言語 

5. 学びとコミュニケーションの課題２：ステレオタイプ、エンパシー 

6. 学びとコミュニケーションの課題３：アイデンティティ 

7. 学びとコミュニケーションの課題４：自己開示 

8. 発表１：インタビュー 

9. 実践１（事例分析１）事象描写 

10. 実践２（事例分析２）ケーススタディ 

11. 実践３（シミュレーション１）カードゲーム 

12. 実践４（シミュレーション２）：フィールドワーク 

13. 発表準備 

14. 発表２：アクティビティ 

 

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

配布資料要約、課題作成、発表打ち合わせ、レポート作成 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表・課題(40%)/クラス参加・貢献(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

基本的に配布資料を使用する。参考文献も講義時に紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

講義時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV408 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV408／コミュニケーション理論 

(Communication Theory) 

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） 
ICC6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主に対人コミュニケーション研究、レトリック研究、カルチュラル･スタディーズの領域における理論を学ぶことで、コミュニケーショ

ン行為･過程･現象を理論的に観察、説明、分析、評価する力を身につけることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では、コミュニケーション理論を "a why-explanation of communication" と広義に捉え、theories だけでなく、コミュニケー

ションに関する「概念的枠組み（conceptual frameworks）」、「モデル（models）」、「パラダイム（paradigms）」 も取り上げていく。コミ

ュニケーション学は極めて学際的な学問分野であり、領域ごとに多くの理論が存在するため、コミュニケーション理論を網羅的に

取り上げることはもちろん、「主要」あるいは「一般的」なコミュニケーション理論を特定することも難しい。そこで、本科目では対人

コミュニケーション研究、レトリック研究、カルチュラル･スタディーズの領域における幾つかの理論に焦点を当て、それぞれの理論

の歴史的背景、構成要素、目的を学んでいくことにしたい。なお、下記の授業計画はあくまでも＜予定＞であり、受講者の研究テ

ーマや興味関心に応じて、取り上げるコミュニケーション理論に変更の余地があることをお断りしておく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コミュニケーション理論の機能と目的 

2. コミュニケーション理論の分類とアプローチ 

3. コミュニケーション能力モデル (その１） 

4. コミュニケーション能力モデル (その２） 

5. レトリック理論 (その１） 

6. レトリック理論 (その２） 

7. シンボリック相互作用理論 (その１） 

8. シンボリック相互作用理論 （その２） 

9. Coordinated Management of Meaning（CMM）理論（その１） 

10. Coordinated Management of Meaning（CMM）理論（その２） 

11. フェミニズム･コミュニケーション理論（その１） 

12. フェミニズム･コミュニケーション理論（その２） 

13. 批判的文化理論（その１） 

14. 批判的文化理論（その２） 

 

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

大学院科目ということもあり、受講者の授業内外での積極的かつ自発的な取り組みが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業参加度･貢献度(30%)/口頭発表(20%)/小レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Cragan, J. F., & Shields, D. C.. 1997.  Understanding Communication Theory: The Communicative Forces for Human Action . 
Allyn & Bacon (ISBN:978-0205195879) 

2. Littleton, S. W. (Ed.). 2009.  Encyclopedia of Communication Theory . Sage (ISBN:978-1412959377) 

3. Griffin, E., Ledbetter, A. M., & Sparks, G. G.. 2014.  A First Look at Communication Theory (International Ed.) . McGraw Hill 

(ISBN:978-9814577168) 

4. Croucher, S. M.. 2015.  Understanding Communication Theory: A Beginner's Guide . Routledge (ISBN:978-0415748049) 

5. Floyd, K., Schrodt, P., Erbert, L. A., & Trethewey, A.. 2017.  Exploring Communication Theory: Making Sense of Us . Routledge 

(ISBN:978-1138200142) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■VV502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV502／サステナビリティ・コミュニケーション理論 

(Theory of Sustainability Communication) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
不確実な時代を生きる 

担当者名 

（Instructor） 
赤嶺 淳(AKAMINE JUN) 

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） 
ICC6440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

サスティナブルな社会を構築するために必要となる理論とその背景を理解する。  

 

授業の内容（Course Contents） 

社会のサスティナビリティを考察するにあたり、現代社会が「不確実な時代」であることを前提とし、そのうえで「グローバル化時代

の食と環境の関係性」に焦点をあて、さまざまな問題群の関係性を理解するとともに、それらの解決にむけた理論的背景を学

ぶ。同時に、それらの課題群を自分の問題として理解し、問題解決にむけた実践を試行する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-sited Ethnography  

2. A new form of collaboration in cultural anthropology: Matsutake worlds  

3. In the midst of disturbance: symbiosis, coordination, history, Landscape  

4. Dancing the Mushroom Forest  

5. Sorting out commodities: How capitalist value is made through gifts  

6. ディスカッション 1  

7. Unruly Edges: Mushrooms as Companion Species for Donna Haraway  

8. On Nonscalability: The Living World Is Not Amenable to Precision-Nested Scales  

9. Arts of Inclusion, or How to Love a Mushroom  

10. Worlding the Matsutake Diaspora: Or, Can Actor–Network Theory Experiment With Holism  

11. ディスカッション 2  

12. Beyond economic and ecological Standardization. The Australian Journal of Anthropology  

13. Diverging Understandings of Forest Management in Matsutake Science  

14. ディスカッション 3  

 

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

授業には指定された文献を必ず読んで参加し、講義後に前後の講義で学習した内容と関連づけて復習すること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ディスカッション(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Tsing, Anna. 2015. The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins . Princeton University 

Press (ISBN:978-0691162751) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1) Marcus, George E. 1995. Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-sited Ethnography, Annual Review of 

Anthropology 24: 95–117. 

(2) Matsutake Worlds Research Group. 2009. A new form of collaboration in cultural anthropology: Matsutake worlds. American 

Ethnologist 36(2): 380-403. 

(3) Tsing, Anna. 2015. In the midst of disturbance: symbiosis, coordination, history, Landscape. ASA Firth Lecture 2015. ASA 

Annual Conference 2015: Symbiotic Anthropologies: theoretical commensalities and methodological mutualisms. 33pp. 

(4) Tsing, Anna. 2013. Dancing the Mushroom Forest. PAN: Philosophy, Activism, Nature 10: 6-14. 

Tsing, Anna. 2013. Sorting out commodities: How capitalist value is made through gifts. HAU: Journal of Ethnographic Theory 3 

(1): 21–43. 
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(5) Tsing, Anna. 2012. Unruly Edges: Mushrooms as Companion Species for Donna Haraway. Environmental Humanities 1: 141-

154. 

(6) Tsing, Anna. 2012. On Nonscalability: The Living World Is Not Amenable to Precision-Nested Scales. Common Knowledge 

18(3): 505-524. 

(7) Tsing, Anna. 2010. Arts of Inclusion, or How to Love a Mushroom. Manoa 22(2): 191-203. 

(8) Tsing, Anna. 2010. Worlding the Matsutake Diaspora: Or, Can Actor–Network Theory Experiment With Holism. In Ton Otto 

and Nils Bubandt eds. Experiments in Holism 

Theory and Practice in Contemporary Anthropology, Chichester: Wiley-Blackwell. 47-66. 

(9) Tsing 2009. Beyond economic and ecological Standardization. The Australian Journal of Anthropology 20, 347–368. 

(10) Tsing, Anna and Shiho Satsuka. 2008. Diverging Understandings of Forest Management in Matsutake Science. Economic 

Botany 62(3): 244-253. 

 

注意事項（Notice） 
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■VV504 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV504／環境論特論 

(Topics in Environmental Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アマゾニア先住民から見る、環境・国家・社会 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 宏(KONDO HIROSHI) 

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） 
ICC6440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民族誌というジャンルを、現代世界について考えるツールにできるようになること。生物多様性保全や気候変動といった地球規模

のサステイナビリティにとって重要な地域である南米アマゾンの先住民から見た、現代世界について理解を深めること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

南米アマゾンの環境は、手付かずの自然ではなく先住民の暮らしとともに構築されてきた。だがそうした場所も貴重な資源がある

ために多様な介入も呼び込んでいる。アマゾンに生きる人びとは、自然や国家の力に囲まれた彼らの現在をどのように理解して

いるのか。この点を、アマゾンの先住民と人類学者の共著である、The Falling Sky (Davi Kopenawa, Alber Bruce)を通して考える。

現代世界の異なる相貌を知ることによって、環境やサステイナビリティについての考え方を深めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. アマゾニア、ヤノマミ、収奪体制 (extractivism) 

3. 輪読 1 ディスカッション 

4. 輪読 2 ディスカッション 

5. 輪読 3 ディスカッション 

6. 輪読 4 ディスカッション 

7. 輪読 5 ディスカッション 

8. 輪読 6 ディスカッション 

9. 輪読 7 ディスカッション 

10. 輪読 8 ディスカッション 

11. 輪読 9 ディスカッション 

12. 輪読 10 ディスカッション 

13. 輪読 11 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） 

指定した文献を事前に読むこと、ディスカッションの準備をしてくること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Davi Kopenawa, Bruce Albert. 2013. The Falling Sky. Harvard University Press (ISBN:9780674724686) 

 

参考文献（Readings） 

1. Deborah, Danowski, Eduardo Viveiros de Castro. 2017. The ends of the Worlds. WILEY (ISBN:978-1-5095-0397-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV506 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV506／グローバル文化研究特殊講義Ａ 

(Seminar in Global Cultural Studies A) 

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） 
ICC6440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化に伴う文化や言語の接触，混淆状況から生み出される，文学作品，映画作品などの文化表象を，世界史との関連

において，文化研究の立場から理論的に論じ，考察することができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人や資本の境界を越えた移動に伴う文化の変容や文化接触から生じる文化表象，たとえば異文化表象について，オリエンタリズ

ム，エスニシティ，ジェンダー、セクシュアリティなどの理論を踏まえて、解釈し、議論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション１：グローバリゼーションとその理論について 

2. イントロダクション２：「文化表象」と世界史の関連について 

3. 作品１：言語接触から生まれる文学作品 

4. 作品１：言語接触から生まれる文学作品 

5. 作品１：言語接触から生まれる文学作品 

6. 作品２：移民と社会を描く映像作品 

7. 作品２：移民と社会を描く映像作品 

8. 作品２：移民と社会を描く映像作品 

9. 中間まとめ 

10. 作品３：旅行記と他者表象 

11. 作品３：旅行記と他者表象 

12. 作品３：旅行記と他者表象 

13. 文化分析の実践と理論 

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%)/議論への積極的な参加(30%)/授業内での口頭発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回授業で配付。 

 

参考文献（Readings） 

1. E.W.サイード、1998、『文化と帝国主義１』、みすず書房 (ISBN:4622031973) 

2. E.W.サイード、2001、『文化と帝国主義 2』、みすず書房 (ISBN:462203204X) 

3. 中井亜佐子、2007、『他者の自伝―ポストコロニアル文学を読む』、研究社 (ISBN:978-4-327-48151-3) 

4. 岡真理、2000、『彼女の「正しい」名前とは何か』、青土社 (ISBN:4-7917-5841-2) 

5. 浜崎桂子、2017、『ドイツの「移民文学」』、彩流社 (ISBN:978-4-7791-2313-9) 

上記文献には目を通しておくこと。その他文献は授業内でテーマごとに指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参加者の発表と議論を中心に授業をすすめる。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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■VV507 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV507／グローバル文化研究特殊講義Ｂ 

(Seminar in Global Cultural Studies B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『Lexicon 現代人類学』を読む 

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） 
ICC6440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代とは、科学技術が進歩し、人工知能が人間以上の能力を身につけ、人間と機械の境界が揺らぎ、地球環境を改変した唯一

の生物種が人類であると認識され始めていることなどを含めて、人間を取り巻く状況が大きく変わりつつある時代である。この時

代の人類学は、様々な知を結集しながら、自らの再編を進めてきている。現代が、人間を問い直し、新たな人間像を提起すること

を人類学に求めているのだ。本授業では、現代の人類学の最先端へと接近し、現代人類学の理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、『Lexicon 現代人類学』の項目を順に輪読する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業の進め方 

2. 再帰人類学、レヴィ=ストロースの構造主義、存在論をめぐる論争、パースペクティヴィズム 

3. 今日の民族誌、今日のブリコラージュ、対称性人類学、アニミズム 

4. 自然/人間、人新世、自然の人類学、マルチスピーシーズ民族誌 

5. 他性、野生の思考とポケモン、エドゥアルド・コーンの諸自己の生態学、アナ・ツィンの民族誌 

6. 野生生物管理と人類学、ケア、捕食、可食性の人類学 

7. 生命、粘菌、地域、岩田慶治のアニミズム論 

8. 現代の民俗学、考古学と人類学、「もの」の人類学、フェティッシュ/フェティシズム 

9. 価値と倫理、ディヴィッド・グレーバーの負債論、アナキズムと贈与、主権 

10. アクティヴィスト人類学、交差する現代思想と人類学、虚構と実在、シンギュラリティ 

11. 言語の存在論、人類学と記号論、民族誌映画の革新、センサリーメディア 

12. 音と身体、芸術制作の人類学、神話学の現在、人類学と心理学 

13. 暗黙知と夢、場所と創造性、環境人文学、人類学と霊長類学 

14. 複雑だった人類の進化、ホモサピエンス 

 

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

授業前に予習をし、授業に備えること。 

 

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） 

1. 奥野克巳、石倉敏明（監修）、2018、『Lexicon 現代人類学』、以文社 (ISBN:978-4-7531-0344-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV508 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV508／グローバル文化研究特殊講義Ｃ 

(Seminar in Global Cultural Studies C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Gender and Sexuality in Film 

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） 
ICC6443 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This seminar course aims to understand the identity politics of gender and sexuality manifested by film as a social text. Course 

readings traverse film theories and methods, and textual analysis drawn from different genres and regions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 Informed by the weekly readings, we will examine the filmic portrayals of individual and collective identities classified by the 

conjunctions of gender, class, ethnicity and nationhood, and pay special attention to the trans-nationality of Japanese, Korean 

and Chinese films, which has evolved from their cultural and geographical proximity, and shared historical experiences of 

western colonialism and war memories of the peoples. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Course Guidance  

2. Feminism and Visual Culture: Thelma & Louise (Ridley Scott, 1991) 

3. Male Gaze and Voyeurism in Ju Dou (Zhang Yimou, 1990)  

4. Gender Performance and Sexuality as a Social Construct: Billy Elliot (Stephen Daldry, 2000)  

5. Constructing Ideal Femininity and Masculinity: Brokeback Mountain (Ang Lee, 2005)  

6. Disciplining Bodies and Sexual Desires in Blue is the Warmest Color (Abdellatif Kechiche, 2013):   

7. LGBT Culture and Visual Representation: Happy Together (Wong Kar Wai, 1997) and La Maison de Himiko (Isshin Inudou, 

2005)  

8. Gendered Nationhood and Post-colonialism in Farewell My Concubine (Chen Kaige, 1993)  

9. Gender, Sexuality and Ethnicity in Blood and Bones (Sai Yoichi, 2004)  

10. War Memories from a Woman’s Perspective: Interracial Romance and Marriage in Address Unknown (Kim Kidok, 2001)   

11. Portrayals of Poverty and Inequality from a Woman's Perspective: Poetry (Lee Changdong, 2010) and Raise the Red 

Lantern (Zhang Yimou, 1991) 

12. Family at the Intersection of Class and Gender in Audition (Miike Takeshi, 2000) and Housemaid (Kim Ki-young, 1960)  

13. Paper Sharing & Wrap Up 1 

14. Paper Sharing & Wrap Up 2 

 

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

Students are required to attend all classes and drive class discussions with their peers. Students must actively participate in 

class activities that include the submission of notes on the assigned reading materials and films.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation and weekly reading notes submission(20%)/Presentations(40%)/Mid-term and final papers(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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■VV509 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV509／グローバル文化研究理論 

(Theory of Global Cultural Studies) 

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） 
ICC6440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化に伴う文化や言語の接触，混淆の現象，また異文化表象について，文化研究の立場から論じるために重要な理論

の抜粋を読み考察する。各理論の背景などに留意しながら批判的に理論を考察する力をつけ，各自の研究テーマに応用する可

能性を検討する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人や資本の境界を越えた移動に伴う文化の変容や文化接触，異文化表象について，オリエンタリズム，ネイション，植民地主義，

帝国主義，ジェンダー，エスニシティなどの問題点に着目した論文を読み，議論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション１：グローバリゼーションについて 

2. イントロダクション２：「文化」概念について 

3. オリエンタリズム 1 

4. オリエンタリズム 2 

5. ネイション 

6. 植民地主義・帝国主義 

7. 議論、問題点の整理 1 

8. 議論、問題点の整理 2 

9. マイノリティー 

10. ジェンダーおよびエスニシティ 

11. 異文化表象 

12. 文化分析の実践と理論について 1 

13. 文化分析の実践と理論について 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)(40%)/出席および議論への積極的な参加(30%)/授業内での口頭発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回授業で配付。 

 

参考文献（Readings） 

1. 本橋哲也、2002、『カルチュラル・スタディーズへの招待』、大修館書店 (ISBN:978-4-469-21280-9) 

上記文献には目を通しておくこと。その他文献は授業内でテーマごとに指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参加者の発表と議論を中心に授業をすすめる。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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■VV510 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV510／国際協力・開発学研究特殊講義Ａ 

(Seminar in International Cooperation and Development A) 

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） 
ICC6440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アジアの平和を考えるには、まず平和の失敗—戦争の起源—を検討することから始まる。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。 

 

授業の内容（Course Contents） 

戦争の思想を考察して歴史的な紛争の平和解決の失敗と成功を比較しながら、将来、紛争状態が戦争状態になる前に平和解決

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. ドキュメンタリー「フォッグ・オブ・ウォー」 

6. 核兵器と戦争抑止 

7. 戦争とプロパガンダ 

8. 戦争の記憶・記念 

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 I (歴史的に見る) I 

12. 戦争の防止：北朝鮮問題 I (現在の状態) 

13. 日本の「平和憲法」と現代日本政治・社会 

14. 最終レポートの発表・提出 

 

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にて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表 （2 回 15％）(30%)/授業出席と参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

毎週の教材を Blackboardにアップロードする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VV511 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV511／国際協力・開発学研究特殊講義Ｂ 

(Seminar in International Cooperation and Development B) 

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） 
ICC6440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

武力紛争研究に関するアプローチを理解できるようになる。 

平和構築に関わる様ざまなアクターについて理解できるようになる。 

紛争地に対する支援や人道的介入のディレンマを考察できるようになる。 

日本の安全保障体制について理解を深めることができるようになる 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、武力紛争をどのように平和に導くか、武力紛争で破壊された社会をどのように復興・開発させるのか、そのために国

際社会はどのような協力ができるのか、という課題について考察します。そのために、まずは、武力紛争を理解するための国際

関係のアプローチや冷戦後の安全保障に関する新しい概念、および紛争地の平和構築に関わる様々なアクターを導入します。

そのうえで、紛争地に対する支援や人道的介入に伴うディレンマを紹介します。講義の終盤では、日本の平和構築支援や安全保

障体制についても考察します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 国際関係論の理論と安全保障（講義） 

3. 国際関係論の理論と安全保障（講義） 

4. 国際関係論の理論と安全保障（文献講読） 

5. 国際関係論の理論と安全保障（文献講読） 

6. 紛争地に対する支援、人道的介入とそのディレンマ（国連） 

7. 紛争地に対する支援、人道的介入とそのディレンマ（国際社会） 

8. 紛争地に対する支援、人道的介入とそのディレンマ（保護する責任） 

9. 平和構築支援のディレンマ 

10. 国家建設支援のディレンマ 

11. 人道支援における民軍関係 

12. 日本の平和構築支援 

13. 日本の平和構築支援 

14. まとめとふりかえり 

 

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

授業で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業・ディスカッションへの参加(60%)/レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で適宜紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 最上敏樹、2001、『人道的介入：正義の武力行使はあるか』、岩波新書 

2. 稲田十一（編）、2004、『紛争と復興支援：平和構築に向けた国際社会の対応』、有斐閣 

3. 内海成治・中村安秀・勝間靖（編）、2008、『国際緊急人道支援』、ナカニシヤ出版 

4. Paris, Roland and Timothy Sisk, eds.. 2008. The Dilemmas of Statebuilding: Confronting the contradictions of postwar peace 
operations.. Routledge 

5. Newman, Edward, Roland Paris, Oliver P. Richmond, eds.. 2009. New perspectives on liberal peacebuilding. United Nations.. 
United Nations 

6. 長有希枝、2012、『入門 人間の安全保障：恐怖と欠乏からの自由を求めて』、中公新書 

7. ジョセフ・S.ナイ（著）、田中明彦・村田晃嗣（訳）、2013、『国際紛争：理論と歴史』、有斐閣 

その他、授業で適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画および内容は国際情勢の変化、受講者の関心によって変わることがあります。 

授業は参加型で行います。ディスカッションに積極的に参加してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■VV512 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV512／国際協力・開発学研究特殊講義Ｃ 

(Seminar in International Cooperation and Development C) 

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） 
ICC6440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

紛争の具体例を地域社会の視点から考察できるようになる。 

紛争地に対する人道支援や平和構築支援のディレンマを考察する。 

暴力的過激主義の台頭について考察を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では、紛争の具体例を考察します。考察にあたっては、紛争の経緯を導入し、 紛争を生きている人びとや地域社会の視

点を学ぶことが重要であることを強調します。これらを通じて、人道支援や平和構築支援にはディレンマがあることを学びます。講

義の終盤では、「イスラム国」の脅威などの暴力的過激主義の台頭に対して国際社会はどのように対応するべきか、ディスカッシ

ョンを通じて考えます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. フィリピン南部の紛争：日本の平和構築支援 

3. フィリピン南部の紛争：紛争の根本的要因を考える 

4. フィリピン南部の紛争：暴力的過激主義の台頭を人びとはどう受けとめているか 

5. 南スーダン：紛争の経緯 

6. 南スーダン：上からの平和構築、下からの平和構築 

7. エチオピア：ローカルガバナンスの視点からの平和構築（文献講読） 

8. エチオピア：ローカルガバナンスの視点からの暴力と紛争（文献講読） 

9. スリランカ：紛争の経緯 

10. スリランカ：和平合意にもとづかない紛争終結 

11. スリランカ：人道支援のディレンマ 

12. IS（イスラム国）、暴力的過激主義の台頭と国際社会 

13. IS（イスラム国）、暴力的過激主義の台頭と国際社会 

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） 

授業で指定された文献を読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜授業で紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石井正子、2002、『フィリピンのムスリム社会；紛争、開発、社会的変容』、明石書店 

2. 栗本英世、1996、『民族紛争を生きる人びと』、世界思想社 

3. 佐川徹、2011、『暴力と歓待の民族誌』、昭和堂 

4. 池内恵、2015、『イスラーム国の衝撃』、文藝春秋 

適宜授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の内容は、国際情勢の変化、受講生の関心によって変わることがあります。 

授業は参加型で行います。ディスカッションに積極的に参加してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■VV513 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VV513／国際協力・開発学研究理論 

(Theory of International Cooperation and Development) 

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） 
ICC6440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第二次世界大戦後の開発の潮流および政策が理解できるようになる。 

戦後日本の発展と開発支援政策を理解できるようになる。 

住民主体の開発支援の主要アプローチを理解できるようになる。 

開発と文化の諸問題について考察を深めることができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 第二次世界大戦後の開発理論の系譜とアプローチに焦点を当てる。まずは、開発という概念が打ち立てられた経緯と、開発の

潮流や政策、それに伴う開発現象を紹介することを通じて、開発の近代史を振り返る。同時に戦後日本が復興開発支援を受け入

れて経済発展し、高度経済成長期を経て開発支援を他国に対して実施する側に転換するようになった過程を理解する。 

 近年の住民主体の開発アプローチを紹介する。開発支援がどのように住民に受け入れられているのか、受け手側の視点に立

った実証例を検証することを通じて考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 国際協力・開発学の潮流（講義）1980 年代まで 

3. 国際協力・開発学の潮流（講義）1980 年代以降 

4. 国際協力・開発学の潮流（講義）1990 年代以降 

5. 戦後日本の発展／開発と援助政策：ODA政策を振り返る 

6. 戦後日本の発展／開発と援助政策：ODA政策を振り返る 

7. ジェンダーと開発 

8. エンパワメント 

9. 住民主体の開発アプローチ 

10. 住民主体の開発アプローチ 

11. 開発とは何か―ディスカッション 

12. 開発とは何か―ディスカッション 

13. ディスカッション 

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） 

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%)/出席および授業態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

その他、授業で適宜紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤寛・青山温子（編）、2005、『生活と開発』、日本評論社 

授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の内容は、受講者の関心によって変更する場合があります。 

授業は参加型で行います。ディスカッションに積極的に参加してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■WV001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ａ 

(Tutorial Session A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語教育政策、日本語教育工学 

担当者名 

（Instructor） 
池田 伸子(IKEDA NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7113 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語教育の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実

施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび指

導を進める。4 月入学の受講生は、9 月に進捗報告会で研究の進捗状況について報告を行うため、それに向けての指導も行う。 

9 月入学の受講生は、7 月に年間研究報告書を提出するため、その作成についての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：4 月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：9 月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

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） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV003 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ａ 

(Tutorial Session A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
第二言語習得 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 里美(TAKAHASHI SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7113 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第二言語習得および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、

博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび 

指導を進める。4 月入学の受講生は、9 月に進捗報告会で研究の進捗状況について報告を行うため、それに向けての指導も行

う。9 月入学の受講生は、7 月に年間研究報告書を提出するため、その作成についての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：4 月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：9 月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV004 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ａ 

(Tutorial Session A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語教育学、コーパス言語学、教材論、語彙論、学習文法論 

担当者名 

（Instructor） 
鳥飼 慎一郎(TORIKAI SHINICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7113 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語教育の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施

して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび指

導を進める。4 月入学の受講生は、9 月に進捗報告会で研究の進捗状況について報告を行うため、それに向けての指導も行う。 

9 月入学の受講生は、7 月に年間研究報告書を提出するため、その作成についての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：4 月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：9 月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV006 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ａ 

(Tutorial Session A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語教育質的研究、日本語教育教材開発・コースデザイン 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 千歌(MARUYAMA CHIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7113 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語教育の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実

施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび指

導を進める。4 月入学の受講生は、9 月に進捗報告会で研究の進捗状況について報告を行うため、それに向けての指導も行う。 

9 月入学の受講生は、7 月に年間研究報告書を提出するため、その作成についての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：4 月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：9 月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV007 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ａ 

(Tutorial Session A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バイリンガリズム・言語習得 

担当者名 

（Instructor） 
森 聡美(MORI SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7113 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

バイリンガリズム・言語習得の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下

に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび指

導を進める。4 月入学の受講生は、9 月に進捗報告会で研究の進捗状況について報告を行うため、それに向けての指導も行う。 

9 月入学の受講生は、7 月に年間研究報告書を提出するため、その作成についての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：4 月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：9 月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV008 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ａ 

(Tutorial Session A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
翻訳技術 

担当者名 

（Instructor） 
ハートレー(HARTLEY ANTHONY F.) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Enabling PhD students to design, execute and write up original research meeting the requirements of a PhD 

 

授業の内容（Course Contents） 

Intended for students already embarked on project, this course probes the robustness and validity of students' research 

questions, reviews of prior research, methodology and findings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

The weekly agenda is driven by perceived gaps in students' knowledge and by critical reviews of draft chapters and articles 

written in response to external deadlines. 

 

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

Assignments (literature reviews, experimental design, visualisation of results, discussion of limitations ...) will be agreed as 

appropriate at the end of each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class contribution(40%)/Presentation(20%)/Final report(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） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV009 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ａ 

(Tutorial Session A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
翻訳通訳研究 

担当者名 

（Instructor） 
武田 珂代子(TAKEDA KAYOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7213 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

翻訳通訳研究の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を

実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび指

導を進める。4 月入学の受講生は、9 月に進捗報告会で研究の進捗状況について報告を行うため、それに向けての指導も行う。

9 月入学の受講生は、7 月に年間研究報告書を提出するため、その作成についての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：4 月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：9 月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV010 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ａ 

(Tutorial Session A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
翻訳通訳研究 

担当者名 

（Instructor） 
松下 佳世(MATSUSHITA KAYO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7213 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

通訳翻訳研究の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を

実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。あわせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび指

導を進める。 

4 月入学の受講生は、１月に年間研究報告書の提出を行うため、それに向けての指導も行う。 

9 月入学の受講生は、４月に進捗報告会で各自の研究の進捗状況を報告するため、それに向けての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会や年間研究報告書の準備及び進捗に応じた成果(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各自の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ａ 

(Tutorial Session A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
異文化コミュニケーション論、多文化社会論 

担当者名 

（Instructor） 
河合 優子(KAWAI YUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異文化コミュニケーション論、多文化社会論領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の

指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。研究

の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび指導を

進める。4 月入学の受講生は、9 月に進捗報告会で研究の進捗状況について報告を行うため、それに向けての指導も行う。9 月

入学の受講生は、7 月に年間研究報告書を提出するため、その作成についての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：4 月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：9 月入学

の受講生） 

(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ａ 

(Tutorial Session A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニケーション論 

担当者名 

（Instructor） 
小山 亘(KOYAMA WATARU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7313 

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研究の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個

別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。研究

の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび指導を

進める。4 月入学の受講生は、9 月に進捗報告会で研究の進捗状況について報告を行うため、それに向けての指導も行う。9 月

入学の受講生は、7 月に年間研究報告書を提出するため、その作成についての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：4 月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：9 月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ａ 

(Tutorial Session A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
異文化コミュニケーション研究 

担当者名 

（Instructor） 
灘光 洋子(NADAMITSU YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異文化コミュニケーション論の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下

に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査やインタビューの方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指

導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび指

導を進める。4 月入学の受講生は、9 月に進捗報告会で研究の進捗状況について報告を行うため、それに向けての指導も行う。

9 月入学の受講生は、7 月に年間研究報告書を提出するため、その作成についての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：4 月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：9 月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ａ 

(Tutorial Session A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
説得コミュニケーション研究の批判的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
師岡 淳也(MOROOKA JUNYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

説得コミュニケーション研究領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別

研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。研究

の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび指導を

進める。4 月入学の受講生は、9 月に進捗報告会で研究の進捗状況について報告を行うため、それに向けての指導も行う。9 月

入学の受講生は、7 月に年間研究報告書を提出するため、その作成についての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（4 月入学の受講生）／年間研究報告書（9 月入学の受講生）

(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ａ 

(Tutorial Session A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際協力、紛争研究 

担当者名 

（Instructor） 
石井 正子(ISHII MASAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際協力・紛争研究の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別

研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび 

指導を進める。4 月入学の受講生は、9 月に進捗報告会で研究の進捗状況について報告を行うため、それに向けての指導も行

う。9 月入学の受講生は、7 月に年間研究報告書を提出するため、その作成についての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：4 月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：9 月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ａ 

(Tutorial Session A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像文化研究 

担当者名 

（Instructor） 
イ，ヒャンジン(LEE,HYANGJIN) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像文化研究の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を

実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび 

指導を進める。4 月入学の受講生は、9 月に進捗報告会で研究の進捗状況について報告を行うため、それに向けての指導も行

う。9 月入学の受講生は、7 月に年間研究報告書を提出するため、その作成についての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：4 月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：9 月入学

の受講生） 

(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV017 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ａ 

(Tutorial Session A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学、宗教人類学、環境人文学 

担当者名 

（Instructor） 
奥野 克巳(OKUNO KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化人類学、宗教人類学、環境人文学および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下

に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。研究

の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび指導を

進める。4 月入学の受講生は、9 月に進捗報告会で研究の進捗状況について報告を行うため、それに向けての指導も行う。9 月

入学の受講生は、7 月に年間研究報告書を提出するため、その作成についての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：4 月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：9 月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV018 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ａ 

(Tutorial Session A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦争・紛争の平和的な解決、北東アジア関係史、朝鮮半島の２０世紀 

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） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文のテーマの研究の進歩 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文作成のための研究指導で、受講者のテーマに即して進められる。その際に、論文の問題点（テーマ）、文献の検索と分

析（データ）、論文の書き方の三つの不可欠な過程を中心に授業を行う。受講者は講義中における数回のプレゼンテーションを義

務とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

論文テーマ等の紹介 

 

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で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表等(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各回学生が文献を紹介する。教員も文献を推薦する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV019 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ａ 

(Tutorial Session A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学 

担当者名 

（Instructor） 
中川 理(NAKAGAWA OSAMU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化人類学の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実

施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび指

導を進める。4 月入学の受講生は、9 月に進捗報告会で研究の進捗状況について報告を行うため、それに向けての指導も行う。 

9 月入学の受講生は、7 月に年間研究報告書を提出するため、その作成についての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：4 月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：9 月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV020 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ａ 

(Tutorial Session A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化表象研究、移民文化研究 

担当者名 

（Instructor） 
浜崎 桂子(HAMAZAKI KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化表象研究、移民文化研究の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の

下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび 

指導を進める。4 月入学の受講生は、9 月に進捗報告会で研究の進捗状況について報告を行うため、それに向けての指導も行

う。 

9 月入学の受講生は、7 月に年間研究報告書を提出するため、その作成についての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：4 月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：9 月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

フィードバックは随時授業内で行う。 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｂ 

(Tutorial Session B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語教育政策、日本語教育工学 

担当者名 

（Instructor） 
池田 伸子(IKEDA NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7113 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語教育の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実

施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび 

指導を進める。4 月入学の受講生は、１月に年間研究報告書の提出を行うため、それに向けての指導も行う。 

9 月入学の受講生は、４月に進捗報告会で各自の研究の進捗状況を報告するため、それについての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：９月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：４月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

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） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｂ 

(Tutorial Session B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
第二言語習得 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 里美(TAKAHASHI SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7113 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第二言語習得および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、

博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび 

指導を進める。4 月入学の受講生は、１月に年間研究報告書の提出を行うため、それに向けての指導も行う。 

9 月入学の受講生は、４月に進捗報告会で各自の研究の進捗状況を報告するため、それについての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：９月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：４月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV054 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｂ 

(Tutorial Session B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語教育学、コーパス言語学、教材論、語彙論、学習文法論 

担当者名 

（Instructor） 
鳥飼 慎一郎(TORIKAI SHINICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7113 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語教育の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施

して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび 

指導を進める。4 月入学の受講生は、１月に年間研究報告書の提出を行うため、それに向けての指導も行う。 

9 月入学の受講生は、４月に進捗報告会で各自の研究の進捗状況を報告するため、それについての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：９月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：４月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV056 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｂ 

(Tutorial Session B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語教育質的研究、日本語教育教材開発・コースデザイン 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 千歌(MARUYAMA CHIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7113 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語教育の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実

施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび 

指導を進める。4 月入学の受講生は、１月に年間研究報告書の提出を行うため、それに向けての指導も行う。 

9 月入学の受講生は、４月に進捗報告会で各自の研究の進捗状況を報告するため、それについての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：９月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：４月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV057 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｂ 

(Tutorial Session B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バイリンガリズム・言語習得 

担当者名 

（Instructor） 
森 聡美(MORI SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7113 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

バイリンガリズム・言語習得の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下

に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび 

指導を進める。4 月入学の受講生は、１月に年間研究報告書の提出を行うため、それに向けての指導も行う。 

9 月入学の受講生は、４月に進捗報告会で各自の研究の進捗状況を報告するため、それについての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：９月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：４月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV058 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｂ 

(Tutorial Session B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
翻訳技術 

担当者名 

（Instructor） 
ハートレー(HARTLEY ANTHONY F.) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Enabling PhD students to design, execute and write up original research meeting the requirements of a PhD 

 

授業の内容（Course Contents） 

Intended for students already embarked on project, this course probes the robustness and validity of students' research 

questions, reviews of prior research, methodology and findings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

The weekly agenda is driven by perceived gaps in students' knowledge and by critical reviews of draft chapters and articles 

written in response to external deadlines. 

 

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

Assignments (literature reviews, experimental design, visualisation of results, discussion of limitations ...) will be agreed as 

appropriate at the end of each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class contribution(40%)/Presentation(20%)/Final report(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） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV059 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｂ 

(Tutorial Session B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
翻訳通訳研究 

担当者名 

（Instructor） 
武田 珂代子(TAKEDA KAYOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7213 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

翻訳通訳研究の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を

実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。研究

の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび指導を

進める。4 月入学の受講生は、１月に年間研究報告書の提出を行うため、それに向けての指導も行う。9 月入学の受講生は、４

月に進捗報告会で各自の研究の進捗状況を報告するため、それについての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：９月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：４月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV060 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｂ 

(Tutorial Session B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
翻訳通訳研究 

担当者名 

（Instructor） 
松下 佳世(MATSUSHITA KAYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7213 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

通訳翻訳研究の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を

実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。あわせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび指

導を進める。 

4 月入学の受講生は、１月に年間研究報告書の提出を行うため、それに向けての指導も行う。 

9 月入学の受講生は、４月に進捗報告会で各自の研究の進捗状況を報告するため、それに向けての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会や年間研究報告書の準備及び進捗に応じた成果(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV061 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｂ 

(Tutorial Session B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
異文化コミュニケーション論、多文化社会論 

担当者名 

（Instructor） 
河合 優子(KAWAI YUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異文化コミュニケーション論、多文化社会論領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の

指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。研究

の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび指導を

進める。4 月入学の受講生は、１月に年間研究報告書の提出を行うため、それに向けての指導も行う。9 月入学の受講生は、４

月に進捗報告会で各自の研究の進捗状況を報告するため、それについての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：９月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：４月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV062 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｂ 

(Tutorial Session B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニケーション論 

担当者名 

（Instructor） 
小山 亘(KOYAMA WATARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7313 

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研究の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個

別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび 

指導を進める。4 月入学の受講生は、１月に年間研究報告書の提出を行うため、それに向けての指導も行う。 

9 月入学の受講生は、４月に進捗報告会で各自の研究の進捗状況を報告するため、それについての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：９月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：４月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV063 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｂ 

(Tutorial Session B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
異文化コミュニケーション研究 

担当者名 

（Instructor） 
灘光 洋子(NADAMITSU YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異文化コミュニケーション論の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下

に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査やインタビューの方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指

導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび 

指導を進める。4 月入学の受講生は、１月に年間研究報告書の提出を行うため、それに向けての指導も行う。 

9 月入学の受講生は、４月に進捗報告会で各自の研究の進捗状況を報告するため、それについての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：９月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：４月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV064 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｂ 

(Tutorial Session B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
説得コミュニケーション研究の批判的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
師岡 淳也(MOROOKA JUNYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

説得コミュニケーション研究領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別

研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。研究

の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび指導を

進める。4 月入学の受講生は、１月に年間研究報告書の提出を行うため、それに向けての指導も行う。 

9 月入学の受講生は、４月に進捗報告会で各自の研究の進捗状況を報告するため、それについての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（９月入学の受講生）／年間研究報告書（４月入学の受講生）

(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV065 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｂ 

(Tutorial Session B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際協力、紛争研究 

担当者名 

（Instructor） 
石井 正子(ISHII MASAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際協力・紛争研究の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別

研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび 

指導を進める。4 月入学の受講生は、１月に年間研究報告書の提出を行うため、それに向けての指導も行う。 

9 月入学の受講生は、４月に進捗報告会で各自の研究の進捗状況を報告するため、それについての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：９月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：４月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV066 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｂ 

(Tutorial Session B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像文化研究 

担当者名 

（Instructor） 
イ，ヒャンジン(LEE,HYANGJIN) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像文化研究における主なトピック、理論的枠組みと分析の方法、最近の研究動向を考察し、自らの研究に結びつけることがで

きる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

多文化社会の批評としての映像文化を理解し、戦争や植民地支配の文化的記憶、移住とグローバリゼーション、ナショナリズムと

エスニシティなどの社会的テーマを扱っている作品を代表的先行研究に基づいてジェンダースタディの観点から概観する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

イントロダクション：映像文化論、グローバルとローカル 

 

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

授業で扱う個々のテーマと自分の研究テーマを関連付け、自ら関係する文献を探し、報告書を作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（9 月入学の受講生）／年間研究報告書（4 月入学の受講生）

(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV067 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｂ 

(Tutorial Session B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学、宗教人類学、環境人文学 

担当者名 

（Instructor） 
奥野 克巳(OKUNO KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化人類学、宗教人類学、環境人文学および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下

に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび 

指導を進める。4 月入学の受講生は、１月に年間研究報告書の提出を行うため、それに向けての指導も行う。 

9 月入学の受講生は、４月に進捗報告会で各自の研究の進捗状況を報告するため、それについての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：９月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：４月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV068 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｂ 

(Tutorial Session B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦争・紛争の平和的な解決、北東アジア関係史、朝鮮半島の２０世紀 

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） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文のテーマの研究の進歩 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文作成のための研究指導で、受講者のテーマに即して進められる。その際に、論文の問題点（テーマ）、文献の検索と分

析（データ）、論文の書き方の三つの不可欠な過程を中心に授業を行う。受講者は講義中における数回のプレゼンテーションを義

務とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

論文テーマ等の紹介 

 

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で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表等(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各回学生が文献を紹介する。教員も文献を推薦する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV070 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｂ 

(Tutorial Session B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化表象研究、移民文化研究 

担当者名 

（Instructor） 
浜崎 桂子(HAMAZAKI KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化表象研究、移民文化研究の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の

下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび 

指導を進める。4 月入学の受講生は、１月に年間研究報告書の提出を行うため、それに向けての指導も行う。 

9 月入学の受講生は、４月に進捗報告会で各自の研究の進捗状況を報告するため、それについての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：９月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：４月入学

の受講生）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

フィードバックは随時授業内で行う。 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV901 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｃ 

(Tutorial Session C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語教育政策、日本語教育工学 

担当者名 

（Instructor） 
池田 伸子(IKEDA NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7113 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者の研究テーマに関連する日本語教育、言語教育専門領域について、教員の指導の下に個別研究を実施して、受講者の

博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、受講者の研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている

研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイスやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進

むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先

行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、年次の研究計画

作成およびそれに関する助言を行う。進捗報告会や年間研究報告書作成についても、適宜、助言や指導を行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会や年間研究報告書の準備状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

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） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV903 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｃ 

(Tutorial Session C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
第二言語習得 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 里美(TAKAHASHI SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7113 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者の研究テーマに関連する第二言語習得研究領域について、教員の指導の下に個別研究を実施して、受講者の博士学位

論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、受講者の研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている

研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイスやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進

むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先

行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、年次の研究計画

作成およびそれに関する助言を行う。進捗報告会や年間研究報告書作成についても、適宜、助言や指導を行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会や年間研究報告書の準備状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV904 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｃ 

(Tutorial Session C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語教育学、コーパス言語学、教材論、語彙論、学習文法論 

担当者名 

（Instructor） 
鳥飼 慎一郎(TORIKAI SHINICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7113 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者の研究テーマに関連する英語教育、言語教育専門領域について、教員の指導の下に個別研究を実施して、受講者の博

士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、受講者の研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている

研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイスやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進

むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先

行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、年次の研究計画

作成およびそれに関する助言を行う。進捗報告会や年間研究報告書作成についても、適宜、助言や指導を行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会や年間研究報告書の準備状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 

 

  



 - 186 - 

■WV905 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｃ 

(Tutorial Session C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
English Language Teaching Methods, Psychology of the Language Learner 

担当者名 

（Instructor） 
マーティン，Ｒ．(MARTIN,RON R.) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7111 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is focused on providing guidance to individual students to enable them to understand and connect research results 

to their doctoral dissertation topic that is related to the field of English language education, specifically, or foreign/second 

language education, more broadly. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In coordinator with the student's main academic advisor, individual guidance is provided during the research process. As 

students develop and produce work toward their final goal, the instructor provides advice and comments to support the further 

development of the research. This guidance focuses on the research process, research paper writing, research methods, 

research design and instrumentation, and where appropriate, research analysis through the use of published research materials 

and academic texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

The instructor will confirm the current status of each student's progress toward the individual research goal and co-prepare an 

annual research plan while working in cooperation with the student's main academic advisor. The instructor also gives advice 

and guidance, as appropriate, regarding the progress report presentation at the symposium for progress reports and in 

preparation for the annual research report. 

 

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

Students are to find and review published academic material that is related to their research topic, to present their work at 

academic conferences and meetings both inside and outside the graduate school, and to consult with the instructor on writing 

articles for publication. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Reports on the progress of research(70%)/Preparations for the progress report presentation and annual research report(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None. 

 

参考文献（Readings） 

Introduced based upon each student’s research theme. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV906 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｃ 

(Tutorial Session C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語教育質的研究、日本語教育教材開発・コースデザイン 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 千歌(MARUYAMA CHIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7113 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者の研究テーマに関連する日本語教育、言語教育専門領域について、教員の指導の下に個別研究を実施して、受講者の

博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、受講者の研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている

研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイスやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進

むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の書き方、調査の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究

や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、年次の研究計画

作成およびそれに関する助言を行う。進捗報告会や年間研究報告書作成についても、適宜、助言や指導を行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会や年間研究報告書の準備状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV907 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｃ 

(Tutorial Session C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バイリンガリズム・言語習得 

担当者名 

（Instructor） 
森 聡美(MORI SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7113 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者の研究テーマに関連するバイリンガリズム・言語習得の専門領域について、教員の指導の下に個別研究を実施して、受

講者の博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、受講者の研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている

研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイスやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進

むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先

行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、年次の研究計画

作成およびそれに関する助言を行う。進捗報告会や年間研究報告書作成についても、適宜、助言や指導を行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会や年間研究報告書の準備状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV908 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｃ 

(Tutorial Session C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
翻訳技術 

担当者名 

（Instructor） 
ハートレー(HARTLEY ANTHONY F.) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Enabling PhD students to design, execute and write up original research meeting the requirements of a PhD 

 

授業の内容（Course Contents） 

Intended for students already embarked on project, this course probes the robustness and validity of students' research 

questions, reviews of prior research, methodology and findings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

The weekly agenda is driven by perceived gaps in students' knowledge and by critical reviews of draft chapters and articles 

written in response to external deadlines. 

 

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

Assignments (literature reviews, experimental design, visualisation of results, discussion of limitations ...) will be agreed as 

appropriate at the end of each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class contribution(40%)/Presentation(20%)/Final report(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） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV909 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｃ 

(Tutorial Session C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
翻訳通訳研究 

担当者名 

（Instructor） 
武田 珂代子(TAKEDA KAYOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7213 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者の研究テーマに関連する翻訳通訳研究領域について、教員の指導の下に個別研究を実施して、受講者の博士学位論文

につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、受講者の研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている

研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイスやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進

むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先

行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、年次の研究計画

作成およびそれに関する助言を行う。進捗報告会や年間研究報告書作成についても、適宜、助言や指導を行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会や年間研究報告書の準備状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV910 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｃ 

(Tutorial Session C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
翻訳通訳研究 

担当者名 

（Instructor） 
松下 佳世(MATSUSHITA KAYO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7213 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

翻訳通訳研究の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を

実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。あわせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび指

導を進める。 

4 月入学の受講生は、１月に年間研究報告書の提出を行うため、それに向けての指導も行う。 

9 月入学の受講生は、４月に進捗報告会で各自の研究の進捗状況を報告するため、それに向けての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会や年間研究報告書の準備及び進捗に応じた成果(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 

 

  



 - 192 - 

■WV911 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｃ 

(Tutorial Session C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
異文化コミュニケーション論、多文化社会論 

担当者名 

（Instructor） 
河合 優子(KAWAI YUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異文化コミュニケーション論、多文化社会論領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の

指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。研究

の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび指導を

進める。4 月入学の受講生は、9 月に進捗報告会で研究の進捗状況について報告を行うため、それに向けての指導も行う。9 月

入学の受講生は、7 月に年間研究報告書を提出するため、その作成についての指導も行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：4 月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：9 月入学

の受講生） 

(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV912 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｃ 

(Tutorial Session C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニケーション論 

担当者名 

（Instructor） 
小山 亘(KOYAMA WATARU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者の研究テーマに関連するコミュニケーション研究について、教員の指導の下に個別研究を実施して、受講者の博士学位論

文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、受講者の研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている

研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイスやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進

むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先

行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、年次の研究計画

作成およびそれに関する助言を行う。進捗報告会や年間研究報告書作成についても、適宜、助言や指導を行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会や年間研究報告書の準備状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 

 

  



 - 194 - 

■WV913 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｃ 

(Tutorial Session C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
異文化コミュニケーション研究 

担当者名 

（Instructor） 
灘光 洋子(NADAMITSU YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者の研究テーマに関連する異文化コミュニケーション専門領域について、教員の指導の下に個別研究を実施して、受講者の

博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、受講者の研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている

研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイスやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進

むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の書き方、調査やインタビューの方法やデザインなどについても、適宜、関連

する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、年次の研究計画

作成およびそれに関する助言を行う。進捗報告会や年間研究報告書作成についても、適宜、助言や指導を行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会や年間研究報告書の準備状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV914 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｃ 

(Tutorial Session C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
説得コミュニケーション研究の批判的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
師岡 淳也(MOROOKA JUNYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者の研究テーマに関連する説得コミュニケーション研究領域について、教員の指導の下に個別研究を実施して、受講者の博

士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、受講者の研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている

研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイスやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進

むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先

行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、年次の研究計画

作成およびそれに関する助言を行う。進捗報告会や年間研究報告書作成についつても、適宜、助言や指導を行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会や年間研究報告書の準備状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV915 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｃ 

(Tutorial Session C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際協力、紛争研究 

担当者名 

（Instructor） 
石井 正子(ISHII MASAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者の研究テーマに関連する国際協力、紛争研究について、教員の指導の下に個別研究を実施して、受講者の博士学位論

文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、受講者の研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている

研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイスやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進

むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先

行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、年次の研究計画

作成およびそれに関する助言を行う。進捗報告会や年間研究報告書作成についても、適宜、助言や指導を行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会や年間研究報告書の準備状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV916 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｃ 

(Tutorial Session C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像文化研究 

担当者名 

（Instructor） 
イ，ヒャンジン(LEE,HYANGJIN) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者の研究テーマに関連する映像文化研究について、教員の指導の下に個別研究を実施して、受講者の博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、受講者の研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている

研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイスやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進

むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先

行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、年次の研究計画

作成およびそれに関する助言を行う。進捗報告会や年間研究報告書作成についても、適宜、助言や指導を行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会や年間研究報告書の準備状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV917 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｃ 

(Tutorial Session C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学、宗教人類学、環境人文学 

担当者名 

（Instructor） 
奥野 克巳(OKUNO KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者の研究テーマに関連する文化人類学、宗教人類学、環境人文学に関わる専門領域について、教員の指導の下に個別研

究を実施して、受講者の博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、受講者の研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている

研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイスやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進

むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先

行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、年次の研究計画

作成およびそれに関する助言を行う。進捗報告会や年間研究報告書作成についても、適宜、助言や指導を行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会や年間研究報告書の準備状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV918 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｃ 

(Tutorial Session C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦争・紛争の平和的な解決、北東アジア関係史、朝鮮半島の２０世紀 

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） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文のテーマの研究の進歩 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文作成のための研究指導で、受講者のテーマに即して進められる。その際に、論文の問題点（テーマ）、文献の検索と分

析（データ）、論文の書き方の三つの不可欠な過程を中心に授業を行う。受講者は講義中における数回のプレゼンテーションを義

務とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

論文テーマ等の紹介 

 

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で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表等(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各回学生が文献を紹介する。教員も文献を推薦する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV919 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｃ 

(Tutorial Session C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学 

担当者名 

（Instructor） 
中川 理(NAKAGAWA OSAMU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者の研究テーマに関連する文化人類学専門領域について、教員の指導の下に個別研究を実施して、受講者の博士学位論

文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、受講者の研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている

研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイスやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進

むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先

行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、年次の研究計画

作成およびそれに関する助言を行う。進捗報告会や年間研究報告書作成についても、適宜、助言や指導を行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会や年間研究報告書の準備状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV920 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｃ 

(Tutorial Session C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化表象研究、移民文化研究 

担当者名 

（Instructor） 
浜崎 桂子(HAMAZAKI KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者の研究テーマに関連する文化表象研究、移民文化研究専門領域について、教員の指導の下に個別研究を実施して、受

講者の博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、受講者の研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている

研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイスやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進

むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先

行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、年次の研究計画

作成およびそれに関する助言を行う。進捗報告会や年間研究報告書作成についても、適宜、助言や指導を行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会や年間研究報告書の準備状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

フィードバックは随時授業内で行う。 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV951 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｄ 

(Tutorial Session D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語教育政策論 

担当者名 

（Instructor） 
池田 伸子(IKEDA NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7113 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少子高齢化を迎える日本国内の日本語教育現場、海外で展開する日本語教育のソフトパワーとしての効果、学習者の様々な特

性に対応した日本語教育の方法、教材、日本語教員養成プログラムなどについて、最先端の事例や先行研究をもとに理解し、そ

れを自らの研究に結びつけることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本国内で日本語教育を必要とする人々を支えるための日本語教育政策はどうあるべきか、また、海外で日本のプレゼンスを向

上させるための日本語教育はどう展開していくべきか、多様な特性を持つ学習者に対する日本語教育はどうあるべきか、現場で

動ける日本語教員はどう養成していくべきかなどについて、教育工学的視点、教育政策的視点から概観する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 日本国内における日本語教育１ 

3. 日本国内における日本語教育２ 

4. 学習者特性と日本語教育１ 

5. 学習者特性と日本語教育２ 

6. 教授メディア―教育工学的視点 

7. IT と日本語教育 

8. 日本語教育工学 

9. 教授システム、教育システム 

10. 海外で展開する日本語教育 

11. ソフトパワーとしての日本語教育 

12. 日本語教員養成１ 

13. 日本語教員養成２ 

14. 総括 

 

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

授業で扱う個々のテーマと自分の研究テーマを関連付け、自ら関係する文献を探し、報告書を作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（報告書、討論、質疑応答など）(50%)/学期内に 3 回のミニレポート提出(30%)/最終レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

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） 

受講生は、各自 自らの研究に関係づけた報告ができるようしっかり準備して臨むこと。 
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■WV953 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｄ 

(Tutorial Session D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
第二言語習得研究―認知的・社会文化的アプローチ、複雑系理論 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 里美(TAKAHASHI SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7113 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第二言語習得研究全般について、最新の理論的動向の把握を目指すとともに、優れた実証研究の分析をとおしてデザイン力を

向上させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

第二言語習得研究における認知的アプローチおよび社会文化的アプローチの両側面に焦点を当て、それぞれの研究分野にお

ける最新理論について理解を深める。また、第二言語習得研究における新しい理論的枠組みとして注視されている複雑系理論

のアプローチも取り上げ、第二言語習得研究全般についての知識の深化を試みる。さらに、それぞれの理論的枠組みで実施さ

れた実証研究を分析し、研究成果の把握とともに、自身の研究力向上を図る。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 認知的アプローチにおける最新理論動向（１） 

3. 認知的アプローチにおける最新理論動向（２） 

4. 認知的アプローチ：事例研究分析（１） 

5. 認知的アプローチ：事例研究分析（２） 

6. 社会文化的アプローチにおける最新理論動向（１） 

7. 社会文化的アプローチにおける最新理論動向（２） 

8. 社会文化的アプローチ：事例研究分析（１） 

9. 社会文化的アプローチ：事例研究分析（２） 

10. 複雑系理論：最新理論動向（１） 

11. 複雑系理論：最新理論動向（２） 

12. 複雑系理論：事例研究分析（１） 

13. 複雑系理論：事例研究分析（２） 

14. 総括 

 

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

授業で扱う個々のテーマと自分の研究テーマを関連付け、自ら関係する文献を探し、その研究内容を分析する。 

 

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(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究に関係づけた報告ができるようしっかり準備して臨むこと。 
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■WV954 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｄ 

(Tutorial Session D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

英語教育学―言語論、応用言語学、理論言語論、英学史、英語教員養成論、コーパス

言語学 

担当者名 

（Instructor） 
鳥飼 慎一郎(TORIKAI SHINICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7113 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

世界各国、とりわけ EU諸国、台頭するアジア・アフリカ諸国の英語教育と伍してゆけるだけの質の高い英語教員の育成を目指

す。そのために必要な理論言語学、応用言語学の基盤を盤石なものとし、英語教育の分野で先端的な研究をしている世界的な

研究者との学術的交流を深め、日本の英語教育を世界の最高レベルまで引き上げるために必要な様々な知見を自ら求めてゆ

く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

新たな学習指導要領が順次導入され、小学校３年時から英語活動が、小学校５年時から教科としての英語教育が実施される。こ

のような変革期において、日本おける英語教育とはどうあるべきか、何を目指すべきかを正しく認識し、隣接する関連分野を通時

的・共時的に理解できるよう大局的な英語教育学を講義し、議論を通して各自が自己の研究分野で世界的な研究成果を挙げて

ゆけるような刺激的な内容の授業を展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 英語とはそもそもどのような言語なのか：イングランド語の成立と発展の歴史 

2. 英語が世界言語となる世界史的経緯：帝国主義時代における侵略者の言語なのか 

3. 日本における英語教育とは何だったのか：１８０８年以降の日本の英学史を考察する 

4. 何のためにどのように英語は教えられてきたのか：英語教授法の歴史： 

5. 母語としての英語教育、第２言語としての英語教育、外国語としての英語教育 

6. 音韻論、音声学から見た日本語と英語：どう音声を教えるべきか 

7. 日本語と英語の構造：この２つの言語は同じ文法理論で説明できるのか 

8. 日本語と英語の視点：認知言語学は両言語の視点の違いを説明できるか 

9. 意味：意味とは何か、人が意味をどのように言語から抽出し、意味を言語化するのか 

10. 語用論：言葉自体に意味はあるのか、言葉とコンテクストと社会との関係を問う 

11. コーパス言語学：言語の量的分析と質的分析が明らかにする言語事象から言語の本質を問う 

12. 学習者論：なぜ同じように教えてもその結果が違うのか、学習者が人間であるがための差異を考える 

13. 教師論：英語教育を専門とする教員の資質と養成の要諦を各国の事例と比較する 

14. 新たな日本の英語教育：日本の英語教育は失敗か、さらに前進するには、その目標とすべきものは何か 

 

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

授業で扱う個々のテーマと自分の研究テーマを関連付け、自ら関係する文献を探し、報告書を作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度（報告書、討論、質疑応答など）(50%)/学期内に 3 回のミニレポート提出(30%)/最終レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究に関係づけた報告ができるようしっかり準備して臨むこと。 
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■WV955 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｄ 

(Tutorial Session D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
English Language Education for an International Community 

担当者名 

（Instructor） 
マーティン，Ｒ．(MARTIN,RON R.) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7111 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is focused on providing guidance to individual students to enable them to understand and connect research results 

to their doctoral dissertation topic that is related to the field of English language education, specifically, or foreign/second 

language education, more broadly. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In coordinator with the student's main academic advisor, individual guidance is provided during the research process. As 

students develop and produce work toward their final goal, the instructor provides advice and comments to support the further 

development of the research. This guidance focuses on the research process, research paper writing, research methods, 

research design and instrumentation, and where appropriate, research analysis through the use of published research materials 

and academic texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

The instructor will confirm the current status of each student's progress toward the individual research goal and co-prepare an 

annual research plan while working in cooperation with the student's main academic advisor. The instructor also gives advice 

and guidance, as appropriate, regarding any formal presentation or paper for publication based upon the student's work. 

 

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

Students are to find and review published academic material that is related to their research topic, to present their work at 

academic conferences and meetings both inside and outside the graduate school, and to consult with the instructor on writing 

articles for publication. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Reports on the progress of research(70%)/Preparations for the progress report presentation and annual research report(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None. 

 

参考文献（Readings） 

Introduced based upon each student’s research theme. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV956 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｄ 

(Tutorial Session D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語教育の潮流と日本語教育 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 千歌(MARUYAMA CHIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7113 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

世界の言語教育の潮流を概観しながら、世界および日本の日本語教育プログラムのありかた、またプログラム開発、教材開発を

見据えた学習者要因の分析、日本語分析、海外教育機関との連携などについて、最先端の事例や先行研究をもとに理解し、そ

れを自らの研究に結びつけることができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

CEFRや SFLL、JF日本語教育スタンダートなどを概観した上で、日本および海外の日本語教育現場に求められる日本語教育に

ついて考察を深め、よりよい実践に向けた学習者分析、日本語分析などについて議論を行うとともに、国を超えた教育現場の連

携についての考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 言語教育の潮流１ 

3. 言語教育の潮流１ 

4. 言語教育の潮流 3 

5. 言語教育の潮流 4 

6. 学習者と質的研究 1 

7. 学習者と質的研究 2 

8. 学習者と質的研究 3 

9. 学習者と質的研究 4 

10. 新しい言語教育目標と日本語分析 1 

11. 新しい言語教育目標と日本語分析 2 

12. 新しい言語教育目標と日本語分析 3 

13. 国を超えた教育現場の連携 

14. 総括 

 

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

授業で扱う個々のテーマと自分の研究テーマを関連付け、自ら関係する文献を探し、報告書を作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度（報告書、討論、質疑応答など）(50%)/学期内に 3 回のミニレポート提出(30%)/最終レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究に関係づけた報告ができるようしっかり準備して臨むこと。 
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■WV957 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｄ 

(Tutorial Session D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
二（多）言語習得と言語間相互作用 

担当者名 

（Instructor） 
森 聡美(MORI SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7113 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

二（多）言語習得・使用の過程で見られる言語転移・言語間相互作用を個人内の言語接触としてとらえ、その特徴、それらが生じ

る各種要因、さらにはバイ（マルチ）リンガル話者の言語と接触言語との関連性について、最先端の先行研究を正確に理解し、そ

れを自らの研究に結び付けることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

多様な二（多）言語習得・使用の状況において、二（多）言語間の相互作用（影響）を受けやすい言語項目、相互作用が生じやす

い言語内外の各種要因などについて、言語学的視点、心理言語学的視点、社会言語学的視点などから概観し、更に接触言語と

の関係性を捉えることで、複数言語能力の本質について考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 言語転移・言語間相互作用研究の概観１ 

3. 言語転移・言語間相互作用研究の概観２ 

4. 第二言語習得における言語転移１ 

5. 第二言語習得における言語転移２ 

6. 同時バイリンガル幼児の言語習得と言語間相互作用１ 

7. 同時バイリンガル幼児の言語習得と言語間相互作用２ 

8. バイリンガル児童の不完全習得と言語間相互作用１ 

9. バイリンガル児童の不完全習得と言語間相互作用２ 

10. 成人バイリンガルにおける言語喪失と逆行転移１ 

11. 成人バイリンガルにおける言語喪失と逆行転移２ 

12. 言語転移・言語間相互作用と接触言語１ 

13. 言語転移・言語間相互作用と接触言語２ 

14. 総括 

 

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

授業で扱う個々のテーマと自分の研究テーマを関連付け、自ら関係する文献を探し、報告書を作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度（報告書、討論、質疑応答など）(50%)/学期内に 2 回のミニレポート提出(30%)/最終レポート(Final 

Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究に関係づけた報告ができるようしっかり準備して臨むこと。 
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■WV958 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｄ 

(Tutorial Session D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Translation Technology: principles and applications 

担当者名 

（Instructor） 
ハートレー(HARTLEY ANTHONY F.) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Enabling PhD students to design, execute and write up original research meeting the requirements of a PhD 

 

授業の内容（Course Contents） 

Intended for students already embarked on project, this course probes the robustness and validity of students' research 

questions, reviews of prior research, methodology and findings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. The weekly agenda is driven by perceived gaps in students' knowledge and by critical reviews of draft chapters and 

articles written in response to external deadlines. 

2. Open issues 

3. Open issues 

4. Open issues 

5. Open issues 

6. Open issues 

7. Open issues 

8. Open issues 

9. Open issues 

10. Open issues 

11. Open issues 

12. Presentations 

13. Feedback 

14. Reflection and conclusions 

 

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

Assignments (literature reviews, experimental design, visualisation of results, discussion of limitations ...) will be agreed as 

appropriate at the end of each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class contribution(40%)/Presentation(20%)/Final report(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） 

Students are expected to tailor their in-class activities and reports to their own research objectives. 
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■WV959 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｄ 

(Tutorial Session D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
翻訳通訳研究の動向―翻訳通訳研究における最新のトピックと研究アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
武田 珂代子(TAKEDA KAYOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7213 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者の研究テーマに関連する翻訳通訳研究領域について、教員の指導の下に個別研究を実施して、受講者の博士学位論文

につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、受講者の研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている

研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイスやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進

むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先

行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、年次の研究計画

作成およびそれに関する助言を行う。進捗報告会や年間研究報告書作成についても、適宜、助言や指導を行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会や年間研究報告書の準備状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV960 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｄ 

(Tutorial Session D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
通訳翻訳研究論―通訳翻訳研究、ニュース・トランスレーション、メディア通訳 

担当者名 

（Instructor） 
松下 佳世(MATSUSHITA KAYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7213 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

翻訳通訳研究の専門領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を

実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。あわせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。 

 

研究の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講者からの報告を受け、随時コメントおよび指

導を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 通訳翻訳分野の主要な研究１ 

3. 通訳翻訳分野の主要な研究２ 

4. 通訳翻訳分野の主要な研究３ 

5. 博士論文のテーマに応じた先行研究１ 

6. 博士論文のテーマに応じた先行研究２ 

7. 博士論文のテーマに応じた先行研究３ 

8. 通訳翻訳研究の方法論１ 

9. 通訳翻訳研究の方法論２ 

10. 研究方法の検討１ 

11. 研究方法の検討２ 

12. 学生による発表 

13. 学生による発表 

14. まとめ 

 

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

授業で扱う個々のテーマと自分の研究テーマを関連付け、自ら関係する文献を探し、授業内で発表すること。履修要項に従い、

必要なタイミングで自らの研究について、発表・報告すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究の進捗及びディスカッションへの貢献(70%)/発表や報告書(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各自の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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受講生は、各自 自らの研究に関係づけた報告ができるようしっかり準備して臨むこと。 
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■WV961 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｄ 

(Tutorial Session D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多文化社会と異文化コミュニケーション 

担当者名 

（Instructor） 
河合 優子(KAWAI YUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異文化コミュニケーション論、多文化社会論領域および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の

指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成およびそれに関する指導を行う。研究

の進め方、実験や調査の方法や実施、論文の書き方や構成などについて、受講生からの報告を受け、随時コメントおよび指導を

進める。。4 月入学の受講生は、１月に年間研究報告書の提出を行うため、それに向けての指導も行う。9 月入学の受講生は、４

月に進捗報告会で各自の研究の進捗状況を報告するため、それについての指導も行う。   

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会での発表準備状況（30％：4 月入学の受講生）／年間研究報告書（30％：9 月入学

の受講生） 

(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV962 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｄ 

(Tutorial Session D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
相互行為研究 

担当者名 

（Instructor） 
小山 亘(KOYAMA WATARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ミクロ社会学（フレーム分析やエスノメソドロジー）、相互行為の社会言語学、談話分析、言語人類学、社会語用論など、相互行為

（コミュニケーション）と社会との関係を扱う様々な研究分野についての理解を深め、それらの分野の知見を自らの研究に結びつ

けることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

相互行為と社会の諸相とはどう関わるのか。この授業では、社会階級・社会階層、エスニシティー・人種、ジェンダー・セクシュアリ

ティー、地域、宗教、教育などの社会的な範疇・領野が、比較的マクロなレベルでコミュニケーションとどのように相関するのか、

そして、そのような相関はミクロ・レベルでの相互行為においてどのような位置づけを持つのかについて、換言すれば、ミクロ・レ

ベルで生起するコミュニケーション出来事の有り様とそのような相関とのやや複雑な関係について、考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「社会的相互行為」について 

3. 社会階級・階層 

4. エスニシティー・人種 

5. ジェンダー・セクシュアリティー 

6. 社会ネットワーク、地理空間 

7. 教育社会学：バーンスティン、ヒース、ブルデューなど 

8. ミクロ社会学：ゴフマン 

9. ミクロ社会学：エスノメソドロジーと会話分析 

10. 談話分析と言語人類学 

11. 社会語用論 

12. 代名詞と社会指標性、レジスター 

13. ポライトネス研究とその系譜 

14. 総括 

 

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

授業で扱う個々のテーマと自分の研究テーマを関連付け、自ら関係する文献を探し、その結果を報告すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(10%)/最終レポート(40%)/発表・報告(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究に関係づけた報告ができるようしっかり準備して臨むこと。 
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■WV963 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｄ 

(Tutorial Session D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
異文化コミュニケーション特別研究―異文化コミュニケーション研究へのアプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
灘光 洋子(NADAMITSU YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異文化コミュニケーション理論の基礎となる学説および関連性の深い文献を通して、異文化コミュニケーション研究へのアプロー

チを理解するとともに、方法論についても学ぶことで、自らの研究テーマへの視座を明確化し、調査・研究に取り組めるようにな

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

多様化する日本社会で様々な背景とニーズを持つ人々と共に生きるために、何ができるのかを念頭に起きつつ、差異をどこに捉

え、どのように意味付けし、それがどのような行動に繋がるのか、これらの過程にコミュニケーションがどのように関与しているの

かを、文献をもとに討議することで考察する。具体的には、理論を事例と結びつけながら、主にアイデンティティー、マージナル性

の生起や変容について理解を深める。さらに、方法論（質的）を概観し、異文化コミュニケーション研究への射程を提示する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 異文化コミュニケーション研究へのアプローチ 

3. 理解と解釈 

4. 自己と他者 

5. 相互作用 

6. 差異の意味付け 

7. 社会構築主義 

8. エスノメソドロジー 

9. グローバリゼーション 

10. ナラティブ・アプローチ 

11. グラウンデッド・セオリー・アプローチ 

12. 会話分析的アプローチ 

13. 自己エスノグラフィー 

14. 総括 

 

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

授業で扱う個々のテーマと自分の研究テーマを関連付け、自ら関係する文献を探し、報告書を作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度（報告書、討論、質疑応答など）(50%)/学期内に 3 回のミニレポート提出(30%)/最終レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究に関係づけた報告ができるようしっかり準備して臨むこと。 
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■WV964 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｄ 

(Tutorial Session D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
説得コミュニケーションの理論と批評 

担当者名 

（Instructor） 
師岡 淳也(MOROOKA JUNYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

説得研究領域における主要な理論や批評の方法を学ぶことで、説得というコミュニケーション行為の作用や仕組みに対する理解

を深めるとともに、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） 

まず、私たちのものの見方・考え方・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、主に公的な場面における説得を

巡る諸問題を理論と事例研究の双方から学んでいく。次に、説得行為・現象を体系的かつ批判的に考察するための手法を学ん

でいく。特に人種、ジェンダー、セクシュアリティ、階級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検討していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コミュニケーションの定義・作用・類型 

2. 説得コミュニケーションの特徴 

3. 説得コミュニケーションを分析するための基本的視座(1) 

4. 説得コミュニケーションを分析するための基本的視座(2) 

5. 説得コミュニケーションを分析するための基本的視座(3) 

6. 説得コミュニケーションの主要モデル(1) 

7. 説得コミュニケーションの主要モデル(2) 

8. 説得コミュニケーションの主要モデル(3) 

9. 説得コミュニケーション批評の方法(1) 

10. 説得コミュニケーション批評の方法(2) 

11. 説得コミュニケーション批評の方法(3) 

12. 説得コミュニケーション、メディア、テクノロジー(1) 

13. 説得コミュニケーション、メディア、テクノロジー(2) 

14. まとめ  

 

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

授業で扱う個々のテーマと自分の研究テーマを関連付け、自ら関係する文献を探し、報告書を作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度（報告書、討論、質疑応答など）(50%)/中間レポート(20%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくになし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究に関係づけた報告ができるようしっかり準備して臨むこと。 

 

  



 - 216 - 

■WV965 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｄ 

(Tutorial Session D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
武力紛争と人道支援 

担当者名 

（Instructor） 
石井 正子(ISHII MASAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

冷戦後に発生した武力紛争を地域研究、および人類学的な視点から理解することができるようになる。国際社会による人道支援

と平和構築の実践の批判的考察を行うことができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

冷戦後の安全保障体制の変化のなかで発生した武力紛争を地域研究および人類学的な視点から考察する。武力紛争の内在的

理解にもとづき、国際社会の関与、なかでも市民社会など NGOの役割に注目し、人道支援および平和構築を検証する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 冷戦後の安全保障の変化と武力紛争１ 

3. 冷戦後の安全保障の変化と武力紛争２ 

4. アフリカの武力紛争１ 

5. アフリカの武力紛争２ 

6. 東南アジアの武力紛争１ 

7. 東南アジアの武力紛争２ 

8. 南アジアの武力紛争１ 

9. 南アジアの武力紛争２ 

10. 中東の武力紛争１ 

11. 中東の武力紛争２ 

12. 平和構築と人道支援１ 

13. 平和構築と人道支援２ 

14. 総括 

 

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

授業で扱う個々のテーマと自分の研究テーマを関連付け、自ら関係する文献を探し、研究を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度（報告書、討論、質疑応答など）(50%)/最終レポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究に関係づけた報告ができるようしっかり準備して臨むこと。 
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■WV966 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｄ 

(Tutorial Session D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像文化研究 

担当者名 

（Instructor） 
イ，ヒャンジン(LEE,HYANGJIN) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像文化研究における主なトピック、理論的枠組みと分析の方法、最近の研究動向を考察し、自らの研究に結びつけることがで

きる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

多文化社会の集団的コミュニケーションとしての映像文化を理解し、アジア社会における文化的記憶とアイデンティティ、戦争や

植民地支配、移住、ジェンダーとエスニシティなどを扱っている作品や先行研究を社会批評の観点から概観する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：アジアにおけるトランスナショナル映像文化 

2. 映像文化研究におけるトピック１： 文化的記憶とアイデンティティ 

3. 映像文化研究における理論的枠組み１： 文化的記憶とアイデンティティ 

4. 映像文化研究における研究方法論１： 文化的記憶とアイデンティティ 

5. 映像文化研究におけるトピック２： 移動の政治学 

6. 映像文化研究における理論的枠組み２： 移動の政治学 

7. 映像文化研究における研究方法論２： 移動の政治学 

8. 映像文化研究におけるトピック３： ジェンダーとエスニシティ 

9. 映像文化研究における理論的枠組み３： ジェンダーとエスニシティ 

10. 映像文化研究における研究方法論３： ジェンダーとエスニシティ 

11. 学生による研究発表１ 

12. 学生による研究発表２ 

13. 学生による研究発表３ 

14. 総括 

 

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

授業で扱う個々のテーマと自分の研究テーマを関連付け、自ら関係する文献を探し、報告書を作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度（報告書、討論、質疑応答など）(50%)/学期内に 3 回のミニレポート提出(30%)/最終レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究に関係づけた報告ができるようしっかり準備して臨むこと。 
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■WV967 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｄ 

(Tutorial Session D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学―フィールドワーク、親族論、セクシュアリティー、経済人類学、宗教人類学 

担当者名 

（Instructor） 
奥野 克巳(OKUNO KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、博士課程の研究において文化人類学の考え方や調査手法を生かすために、文化人類学がどのような学問である

のかを理解することを目指す。幾つかのトピックを順に取り上げて検討し、人類という尺度をもって、さまざまな事柄について考え

てみることの大切さを学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化人類学の概要について説明し、学説史を踏まえて、「フィールドワーク」と「民族誌」という文化人類学独自の調査研究手法に

ついて概説する。その上で、「家族と婚姻」「セクシュアリティーとジェンダー」「経済」「儀礼」「アニミズム、呪術、シャーマニズム」な

どの具体的なトピックを取り上げて、それらを文化人類学の切り口から考えてみる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 【文化人類学解放講座】から学ぶ  

3. ヒトはどこから来たのか、何者か、そして、どこへ行くのか 

4. 文化人類学の誕生とフィールドワーク  

5. 家族とは何か  

6. 婚姻の多様性 

7. セクシュアリティーとジェンダー  

8. 人間にとって経済とは何か  

9. 贈与の霊をめぐって 

10. 儀礼とは何か 

11. コミュニタスとは何か 

12. アニミズムとは何か 

13. 呪術とシャーマニズム 

14. 文化とは何か 

 

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

授業で扱う個々のテーマと自分の研究テーマを関連付け、自ら関係する文献を探し、報告書を作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度（報告書、討論、質疑応答など）(50%)/学期内に 3 回のミニレポート提出(30%)/最終レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究に関係づけた報告ができるようしっかり準備して臨むこと。 
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■WV968 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｄ 

(Tutorial Session D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦争・紛争の平和的な解決、北東アジア関係史、朝鮮半島の２０世紀 

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） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文のテーマの研究の進歩 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文作成のための研究指導で、受講者のテーマに即して進められる。その際に、論文の問題点（テーマ）、文献の検索と分

析（データ）、論文の書き方の三つの不可欠な過程を中心に授業を行う。受講者は講義中における数回のプレゼンテーションを義

務とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文テーマ等の紹介 

2. 参考文献リストのアップデート 

3. 文献の紹介 

4. 文献の紹介 

5. 文献の紹介 

6. 中間報告 

7. 中間報告 

8. 研究計画案提出 

9. 口頭発表 

10. 口頭発表 

11. 個別指導 

12. 個別指導 

13. これまでのまとめ 

14. これからの計画 

 

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で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表等(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各回学生が文献を紹介する。教員も文献を推薦する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV969 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｄ 

(Tutorial Session D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国家の人類学 

担当者名 

（Instructor） 
中川 理(NAKAGAWA OSAMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者の研究テーマに関連する文化人類学専門領域について、教員の指導の下に個別研究を実施して、受講者の博士学位論

文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、受講者の研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている

研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイスやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進

むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先

行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人ひとりの受講者について、それまでの研究進捗状況を確認し、受講者の指導教員（正）と連携をとりながら、年次の研究計画

作成およびそれに関する助言を行う。進捗報告会や年間研究報告書作成についても、適宜、助言や指導を行う。 

 

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

各自の研究テーマに関連する学術書、先行研究などの収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた発表、学術雑誌への投稿

を目指した論文執筆などを自主的に教員と相談の上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の研究進捗状況の報告(70%)/進捗報告会や年間研究報告書の準備状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究の進捗状況を報告できるよう、準備をしたうえで臨むこと。 
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■WV970 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導Ｄ 

(Tutorial Session D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル文化表象論 

担当者名 

（Instructor） 
浜崎 桂子(HAMAZAKI KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マイノリティによって発信される文化について歴史的、社会的文脈をふまえて分析し、グローバル化によって生じる文化の接触や

混淆の諸相について概観する。また、歴史的に西欧中心的に規定されてきた「文化」概念について批判的に考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マイノリティによる文学や映画、旧植民地から発信される文化など、人やモノ、資本の移動にともなって生じる文化接触や文化の

混淆などの現象について、社会史的背景をふまえた分析を行うとともに、オリエンタリズム、ジェンダー理論、ポストコロニアリズム

などの文化理論を批判的に検証する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「文化」概念について 

3. 「オリエンタリズム」論１ 

4. 「オリエンタリズム」論２ 

5. ネイションと文化１ 

6. ネイションと文化２ 

7. ポストコロニアリズム１ 

8. ポストコロニアリズム２ 

9. マイノリティー 

10. ジェンダーおよびエスニシティ 

11. 異文化表象 

12. 文化分析の実践と理論について１ 

13. 文化分析の実践と理論について２ 

14. まとめ 

 

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

授業で扱う個々のテーマと自分の研究テーマを関連付け、自ら関係する文献を探し、報告書を作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度（報告書、討論、質疑応答など）(50%)/学期内に 3 回のミニレポート提出(30%)/最終レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講生の研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

フィードバックは随時授業内で行う。 

 

注意事項（Notice） 

受講生は、各自 自らの研究に関係づけた報告ができるようしっかり準備して臨むこと。



 

  



 

 

 

 


