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■VV001 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 
 

 

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。 

 

Progress on master‟s thesis theme research 

 

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。 

 

This seminar consists of tutorial sessions to help students make progress on their master‟s theses in line with their themes. The 

sessions revolve around the three critical process of research: thesis issues (themes), literature search and analysis (data), and 

academic writing. Students must give several presentations during class meetings. 

 

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（ 

自動登録／研究指導演習Ａ 

(Master's Thesis Seminar A) 

担当者名 

＇Instructor（ 
篠原 有子(SHINOHARA 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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

本授業は通訳翻訳に関連するテーマで修士論文または課題研究に取り組むための基礎的な知識を修得することを目標とする。

受講生は授業を通して、研究テーマの選定、理論的枞組み、方法論などについて考え、研究の構想を練る。 

 

This class aims to provide students with basic knowledge for undertaking a master's thesis or research project on a topic related 

to translation and interpreting. Students will formulate a research plan, by considering during classes research theme selection, 

theoretical framework, methodology, etc. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

通訳翻訳に関連する主要な文献を講読し、その分析・検討および議論を通して、修士論文または課題研究を進めるための基盤と

なる理論や概念、研究方法などについて説明する。また、翻訳実践と翻訳理論がどのように結びつくのかについて検討しながら、

研究テーマの選定について助言する。 

 

Through perusal, analysis, and discussion of key literature related to translation and interpreting, students will be introduced to 

fundamental theories, concepts and research methods for undertaking a master's thesis or research project. Also, while 

considering relations between translation practice and theory, advice on selecting a research theme will be provided. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 授業の概要説明 

2. 研究テーマの決め方 

3. 文献探索の方法 

4. データ収集の方法 

5. 通訳翻訳研究の理論と概念＇1（ 

6. 通訳翻訳研究の理論と概念＇2（ 

7. 通訳翻訳研究の理論と概念＇3（ 

8. 通訳翻訳研究の理論と概念＇4（ 

9. 文献の分析と検討＇1（ 

10. 文献の分析と検討＇2（ 

11. 文献の分析と検討＇3（ 

12. 論文・課題研究計画の発表とフィードバック＇1（ 

13. 論文・課題研究計画の発表とフィードバック＇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（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/授業への参加、主体的取り組み(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. Williams, J., & Chesterman, A.. 2002. The map: A beginner's guide to doing research in translation studies. St. Jerome 

(ISBN:9781900650541) 

2. Saldanha, G., & O'Brien, S.. 2013. Research methodologies in translation studies. St. Jerome (ISBN:9781909485006) 

3. Munday, J.. 2016. Introducing translation studies: Theories and applications. Routledge (ISBN:9781138912557) 

その他、研究テーマに応じて個別に指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■VV003 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 
 

 

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。 

 

Strive to clarify research themes and methodologies, learn how to search for data, specific methods for writing academic papers 

and other basic knowledge and skills required to write master‟s theses, and perform academic writing. 

 

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。 

 

Based on the expert knowledge gained from taking courses about Japanese language education and the fields of research related 

to it, students will gain a full understanding of the present state, issues and methodologies of previous research conducted inside 

and outside Japan on themes of their interest, and work toward narrowing down their research themes. In addition, the instructor 

will give detailed instruction on thesis writing as students present their research based on academic papers written on their 

research themes. Each student will proactively search for literature relating to their chosen research theme, consider how to use 

that literature in the theses they will write, and engage in activities to understand that previous research and appropriate 

methodologies and models are foundational components of research. 

 

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。 
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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（ 

自動登録／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（ 
 

 

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。 

 

The instructor will provide guidance to help students specializing in international cooperation or peace and conflict studies finish 

their master's theses. 

 

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。 

 

First, the instructor will introduce methods for writing theses. Students will gradually make progress on their research through 

presentations of their own research and investigation plans and discussion with their classmates. 

 

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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■VV007 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／研究指導演習Ａ 

(Master's Thesis Seminar A) 

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（ 
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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

This course gives students the necessary knowledge and tools in order to complete a graduate thesis. Students will develop a 

research topic, learn research methods, acquire the writing skills required for a thesis, become critical readers of academic 

literature, and put all such skills into practice. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

The course will cover the broad field of language education with specific reference to the teaching of language, the learning of 

language, and the role of motivation in teaching and learning. Students will find their own areas of interests to explore, while gaining 

knowledge and experience in research methods. Students will be encouraged to attend lectures outside of class as well as present 

their understanding of material in class. By the end of the course, students will submit a thesis proposal. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Thesis writing: Setting goals 

2. Academic literature: How to find it 

3. Academic literature: How to read it 

4. Developing a research question 1 

5. Developing a research question 2 

6. Developing a research topic 1 

7. Developing a research topic 2 

8. Developing a research topic 3 

9. Research methods 1 

10. Research methods 2 

11. Research proposal 1 

12. Research proposal 2 

13. Research proposal 3 

14. Research proposal 4 

 

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

As indicated in each class. 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

Attendance and participation(50%)/Homework, reports, tests(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

Readings will be given in class. 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■VV008 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 
 

 

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。 

 

Strive to clarify research themes and methodologies, learn methods for writing academic papers and other basic knowledge and 

skills required to write master‟s theses, and practice academic writing. 

 

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。 

 

Based on the expert knowledge gained from taking courses about language policy and bilingualism and the fields of research 

related to them, students will gain a full understanding of the present state, issues and methodologies of previous research 

conducted inside and outside Japan on themes of their interest, and work toward narrowing down their research themes. In 

addition, the instructor will give detailed instruction on thesis writing as students present their research in line with their research 

themes. 

 

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（ 

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（ 

自動登録／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（ 
 

 

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。 

 

Strive to clarify research themes and methodologies, learn methods for writing academic papers and other basic knowledge and 

skills required to write master‟s theses, and practice academic writing. 

 

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。 

 

Based on the expert knowledge gained from taking courses about communication theory and the fields of research related to it, 

students will gain a full understanding of the present state, issues and methodologies of previous research conducted inside and 

outside Japan on themes of their interest, and work toward narrowing down their research themes. In addition, the instructor will 

give detailed instruction on thesis writing as students present their research in line with their research themes. 

 

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（ 

自動登録／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（ 
 

 

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枞組みや研究手法, 論述の仕方について学ぶこと

を目的とする。 

 

In preparation for writing a master's thesis, the aim here is to learn the theoretical frameworks, research methods, and ways of 

expressing ideas in writing that are fundamental to intercultural communication research. 

 

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。 

 

Students will develop understanding of the current state of domestic and international research on their chosen topics. They will 

look specifically at issues covered and methodology relevant to their research interests. Also, students will give a research 

presentation on their topics. Specific guidance for writing an academic paper will be provided.  

 

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（ 

自動登録／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（ 
 

 

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。 

 

Strive to clarify research themes and methodologies, learn methods for writing academic papers and other basic knowledge and 

skills required to write master‟s theses, and make progress on writing theses. 

 

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。 

 

Based on the expert knowledge gained from taking courses about cultural anthropology, students will gain a full understanding of 

the present state, issues and methodologies of previous research conducted inside and outside Japan on themes of their interest, 

and work toward enhancing their research themes. In addition, the instructor will give detailed instruction on thesis writing as 

students present their research in line with their research themes. 

 

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（ 

自動登録／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（ 
 

 

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。 

 

Clarify master‟s thesis research themes and methodologies, learn methods for writing academic papers and other basic knowledge 

required to write theses. 

 

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。 

 

This seminar is for students whose master's thesis theme is second language acquisition or a theme from a related field of study. 

Students will narrow down their master's thesis research themes, and gain a full understanding of the present state, issues and 

methodologies of previous research on those themes. In addition, students will also learn how to format their theses, to cite 

sources and other fundamental elements of thesis writing. Except for the classes about information searching and thesis structure, 

the class meetings in this seminar are mainly individual guidance sessions. However, the instructor may plan student discussions 

as necessary. 

 

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)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■VV016 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 
 

 

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。 

 

The aim of this course is to acquire the basic knowledge needed to write a master‟s thesis or conduct a research project in the 

field of translation and interpreting. Students will carry out a preliminary investigation on a chosen topic using appropriate 

methodology.Present the key findings at the end of the semester. 

 

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。 

 

As the groundwork for writing a master‟s thesis or carrying out a research project in the field of translation and interpreting, the 

first half of the semester will be spent on learning from previous projects while receiving guidance from the instructor on how to 

conduct research. Students will utilize knowledge gained during this period to present an interim report outlining their research 

plan and the possible way forward. In the second half, students will carry out preliminary investigations and formulate research 

questions by discussing issues that arise during the process. At the end of the semester, students will share their findings and 

learning outcomes in the form of an oral presentation, which will become the basis of their final report.  

 

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. 研究方法と理論的枞組みの検討 

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（ 

文献講読、予備的調査などを自らのペースで進めること。また、進捗状況について、面談時またはメール等で適宜報告すること。 

 

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（ 

1. Claudia V. Angelelli & Brian James Baer. 2016.  Researching Translation and Interpreting. Routledge (ISBN:9780415732543) 

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。 
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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（ 

自動登録／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（ 
 

 

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。 

 

In preparation for writing a master's thesis, along with clarifying their research theme and methodology, students will acquire basic 

knowledge and skills needed for writing and structuring an academic paper. They will also learn the methods to read and analyze 

research materials and relevant literature.  

 

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、理論的枞組、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。 

 

The aim of the course is to precisely determine a research topic and method. To achieve this goal, we read texts on theoretical 

foundations, research methods, and scientific discussions relating to cultural contacts and cultural hybridity. Students will review 

relevant research and present their own research.  

 

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（ 

自動登録／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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

映像文化研究における主なトピック、理論的枞組みと分析の方法、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。 

 

Students should be able to consider major topics in research of film and screen culture, theoretical frameworks, methods of 

analysis, and recent research trends, and link these areas to their own research. 

 

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。 

 

We will work to understand film and screen culture as a review of multicultural society, and based on key examples of existing 

research, provide an overview from a gender studies perspective, of works that deal with social themes, such as the cultural 

memory of war and colonial occupation, immigration and globalization, nationalism and ethnicity, etc. 

 

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枞組み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枞組み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枞組み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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■VV020 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 
 

 

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。 

 

Strive to clarify research themes and methodologies, learn how to search for data, specific methods for writing academic papers 

and other basic knowledge and skills required to write master‟s theses, and perform academic writing. 

 

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。 

 

Building on specialist knowledge students can gain by taking subjects related to Japanese Education and its area of research, we 

will develop understanding of the current state of existing domestic and international research on a topic of interest that could 

become a research project. We will look specifically at issues covered and methodology used and apply knowledge acquired to 

refining each student‟s research project. Also, students will give a research presentation based on a thesis in line with their 

chosen research topic and receive advice tailored to writing an academic paper. Each student should proactively look for literature 

related to their own research project and consider its place in their master‟s thesis. 

 

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)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■VV022 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／研究指導演習Ａ 

(Master's Thesis Seminar A) 

担当者名 

＇Instructor（ 
佐藤 邦彦(SATO KUNIHIKO) 

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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

学生各自が修士論文に向けて研究テーマを明確にし，必要な知識・情報を収集したり，調査研究や論考をどのように進めていく

か考えることができるように，基礎的な知識と能力を身につけ，論文執筆に取り組む。 

 

In preparation for their master's thesis, each student will clearly set out their research theme, gather necessary information and 

material, and acquire the basic knowledge and skills required to cultivate the ability to consider how best to proceed with 

investigative research and academic discussion. Students will then commence writing. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

言語学，特に言語の構造面や意味に関連した分野の基礎知識を踏まえて，取り組むべき課題と必要な研究方法の理解を深めな

がら，各自の研究テーマに取り込んでいく。また，学生各自の研究テーマに即した報告・発表や学生間の討論も行ってもらいなが

ら，それぞれの論文執筆に必要な具体的な指導をしていく。 

 

Building on basic knowledge of the field of linguistics (specifically language structure and meaning), students will work on their own 

research topic while developing deeper understanding of issues to address and necessary research methodology. Also, each 

student will deliver reports and presentations on their research theme, student debates will be carried out, and necessary specific 

instruction geared toward each individual‟s thesis writing will be provided. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 関心領域の確認と具体的テーマの検討・１ 

3. 関心領域の確認と具体的テーマの検討・２ 

4. 先行研究の探索・１ 

5. 先行研究の探索・２ 

6. 先行研究の探索・３ 

7. 資料の収集と研究方法について・１ 

8. 資料の収集と研究方法について・２ 

9. 中間発表に基づく指導 

10. 理論的枞組みについて 

11. 他の関連分野について 

12. 論文の構成について・１ 

13. 論文の構成について・２ 

14. 最終報告とまとめ 

 

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

毎回の授業で指示する。 

 

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（ 

必要に応じて授業時に指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

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（ 
 

 

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。 

 

Progress on master‟s thesis theme research 

 

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。 

 

This seminar consists of tutorial sessions to help students make progress on their master‟s theses in line with their themes. The 

sessions revolve around the three critical process of research: thesis issues (themes), literature search and analysis (data), and 

academic writing. Students must give several presentations during class meetings. 

 

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（ 
篠原 有子(SHINOHARA YUKO) 

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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

春学期に修得した知識を深めながら、通訳翻訳に関連するテーマで修士論文または課題研究を完成させるための基盤となる考

察を行う。 

 

While consolidating knowledge acquired in the spring semester, students carry out discussions that will form a foundation for 

completing a master's thesis or research project on a topic related to translation and interpreting. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

春学期にまとめた研究構想を踏まえて、リサーチクエスチョン、先行研究の調査、研究方法の選択、理論的枞組み、データ収集と

分析方法などについて検討する。各自の自主的な取り組みの中で生じた課題点、疑問点などを授業で共有しながら検討を行い、

研究発表の内容および進捗状況について助言する。 

 

Building on the research plan formulated in the spring semester, we will consider research questions, reviewing prior research, 

choosing research methods, theoretical frameworks, and ways of gathering and analyzing data, etc. I will advise students on their 

research presentation content and research progress, in the process of considering and sharing issues and questions in class that 

have arisen from each student's independent efforts. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 授業概要、研究スケジュールの確認 

2. 研究テーマとリサーチクエスチョン 

3. 先行研究の調査 

4. 研究方法の選択 

5. 通訳翻訳研究の理論的枞組み 

6. データ収集と分析方法 

7. 先行研究の調査発表＇1（ 

8. 先行研究の調査発表＇2（ 

9. 参考文献と引用方法 

10. 論文の構成と形式 

11. 学生による研究報告とフィードバック＇1（ 

12. 学生による研究報告とフィードバック＇2（ 

13. 学生による研究報告とフィードバック＇3（ 

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（ 

自主的に文献を探索し、理論的な知識の習得に努めること。具体的な学習については授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の提出(40%)/授業内発表(30%)/授業への主体的な取り組み(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. Williams, J., & Chesterman, A.. 2002. The map: A beginner's guide to doing research in translation studies. St. Jerome 

(ISBN:9781900650541) 

2. Saldanha, G., & O'Brien, S.. 2013. Research methodologies in translation studies. St. Jerome (ISBN:9781909485006) 

3. Munday, J.. 2016. Introducing translation studies: Theories and applications. Routledge (ISBN:9781138912557) 

4. 武田珂代子編著、2017、『翻訳通訳研究の新地平』、晃洋書房 (ISBN:9784771028135) 

受講者の研究テーマに応じて適宜助言する。 
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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（ 
 

 

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。 

 

The goal of this seminar is for students to solidify the structures of their theses by striving to clarify research themes and 

methodologies, and learning specific methods for writing academic papers and other basic knowledge and skills required to write 

master‟s theses. Each student will learn how to properly position in their thesis the theories and models that form the basis of 

their thesis. 

 

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。 

 

Classes revolve around students‟ presentations of how the previous research they have gathered on their research themes 

relates to their research, and which theories and models form the basis of their research. In each class, students will create 

summaries to report on their research, and their classmates will offer comments on the reports. Thus, students are required to 

work diligently on their research and make enough progress to be able to give reports at each class meeting. 

 

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)（ 
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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（ 
 

 

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。 

 

The instructor will provide guidance to help students specializing in international cooperation or peace and conflict studies finish 

their master's theses. 

 

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。 

 

First, the instructor will introduce methods for writing theses. Students will gradually make progress on their research through 

presentations of their own research and investigation plans and discussion with their classmates. 

 

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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■VV035 

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（ 
河合 優子(KAWAI YUKO) 

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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

修士論文作成に向けて、研究課題を設定し、研究方法を明確化するとともに、先行研究文献調査を進めることを目標とする。 

 

The goal of this seminar is for students to plan research projects, clarify research methodologies and continue investigating 

literature from previous research in the course of writing their master's theses. 

 

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先行研究の現状、課題および研究方法を把握していく。各自の研究テーマの先行研究文献調査を

進めてもらい、それを報告してもらいながら論文執筆のための具体的な指導をしていく。 

 

Based on the expert knowledge gained from taking courses about intercultural communication theory and the fields of research 

related to it, students will gain a full understanding of the present state, issues and methodologies of previous research on themes 

of their interest. Students will continue investigating literature from previous research on their research themes and report on 

their progress, and the instructor will provide detailed instruction to help students write their theses. 

 

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（ 

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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■VV037 

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（ 
マーティン，Ｒ．(MARTIN,RON R.) 

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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

This course gives students the necessary knowledge and tools in order to complete a graduate thesis. Students will develop a 

research topic, learn research methods, acquire the writing skills required for a thesis, become critical readers of academic 

literature, and put all such skills into practice. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

The course will cover the broad field of language education with specific reference to the teaching of language, the learning of 

language, and the role of motivation in teaching and learning. Students will develop their own areas of interests to explore, while 

gaining knowledge and experience in research methods. Students will be encouraged to attend lectures outside of class as well as 

present their understanding of material in class as they work on writing their thesis. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Thesis writing: Setting goals 

2. Thesis guidance 1 

3. Thesis guidance 2 

4. Thesis guidance 3 

5. Thesis guidance 4 

6. Thesis guidance 5 

7. Thesis guidance 6 

8. Thesis guidance 7 

9. Thesis guidance 8 

10. Thesis guidance 9 

11. Thesis guidance 10 

12. Thesis guidance 11 

13. Thesis guidance 12 

14. Thesis writing: In review 

 

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

As indicated in each class. 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

Attendance and participation(50%)/Homework, reports, APA assignments(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

Readings will be given in class. 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

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（ 
 

 

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。 

 

Strive to clarify research themes and methodologies, learn methods for writing academic papers and other basic knowledge and 

skills required to write master‟s theses, and practice academic writing. 

 

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。 

 

Based on the expert knowledge gained from taking courses about language policy and bilingualism and the fields of research 

related to them, students will gain a full understanding of the present state, issues and methodologies of previous research 

conducted inside and outside Japan on themes of their interest, and work toward narrowing down their research themes. In 

addition, the instructor will give detailed instruction on thesis writing as students present their research in line with their research 

themes. 

 

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（ 

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（ 
 

 

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。 

 

Strive to clarify research themes and methodologies, learn methods for writing academic papers and other basic knowledge and 

skills required to write master‟s theses, and practice academic writing. 

 

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。 

 

Based on the expert knowledge gained from taking courses about communication theory and the fields of research related to it, 

students will gain a full understanding of the present state, issues and methodologies of previous research conducted inside and 

outside Japan on themes of their interest, and work toward narrowing down their research themes. In addition, the instructor will 

give detailed instruction on thesis writing as students present their research in line with their research themes. 

 

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（ 
 

 

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。 

 

Strive to clarify research themes and methodologies, learn methods for writing academic papers and other basic knowledge and 

skills required to write master‟s theses, and practice academic writing. 

 

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。 

 

Students will develop understanding of the current state of domestic and international research on their chosen topics. They will 

look specifically at issues covered and methodology relevant to their research interests. Also, students will give a research 

presentation on their topics. Specific guidance for writing an academic paper will be provided. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 理論的枞組み・分析方法＇１（ 

3. 理論的枞組み・分析方法＇２（ 

4. 理論的枞組み・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（ 
 

 

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。 

 

Strive to clarify research themes and methodologies, learn methods for writing academic papers and other basic knowledge and 

skills required to write master‟s theses, and make progress on writing theses. 

 

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。 

 

Based on the expert knowledge gained from taking courses about cultural anthropology, students will gain a full understanding of 

the present state, issues and methodologies of previous research conducted inside and outside Japan on themes of their interest, 

and work toward enhancing their research themes. In addition, the instructor will give detailed instruction on thesis writing as 

students present their research in line with their research themes. 

 

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（ 
 

 

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。 

 

Conduct experiments and investigations in accordance with master‟s thesis research themes and methodologies, analyze data and 

prepare mentally to write a master‟s thesis. 

 

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。 

 

The instructor will provide detailed instruction for writing master's theses on research themes on second language acquisition or 

related fields. Students will determine their research themes and methodologies, conduct the main experiments and investigations 

based on the results of preliminary investigations, and analyze the data. In addition, students will aim to finish writing the 

introductions and reviews of previous research for their master‟s theses by the end of the semester. The class meetings in this 

seminar are mainly individual guidance sessions in line with students‟ individual research themes. However, the instructor may plan 

student discussions as necessary. 

 

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)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■VV044 

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（ 
武田 珂代子(TAKEDA KAYOKO) 

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（ 
 

 

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た初期的作業を行う。 

 

Perform initial tasks for working on master's theses or graduate research on topics related to translation and interpreting. 

 

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。修士論文については，文献検索，リサーチ

クエスチョン設定，研究方法，理論的枞組み，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。課題研究については，翻訳実作など制作作業の準備について議論し，助言する。各自の研究・課題計画に沿ってパイロッ

トプロジェクトに取り組む。 

 

The instructor will provide instruction to help students work on master's theses or graduate research on topics related to 

translation and interpreting. For master‟s theses, the instructor will discuss with and advise students on searching literature, 

establishing research questions, research methodologies, theoretical frameworks, methods of gathering and analyzing data and 

more in line with their research themes. For graduate research, the instructor will discuss with and advise students on actual 

translations and other preparation for the work of writing. Each student will work on a pilot project in line with their research and 

project plans. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 通訳翻訳関連の修士論文・課題研究のテーマ 

2. 先行研究の調査 

3. リサーチクエスチョンの設定方法 

4. 研究方法の選び方 

5. データ収集・分析方法 

6. パイロット研究のデザイン 

7. パイロット研究の実施法 

8. 論文の構成とスタイルガイド 

9. 課題研究のパイロット実施 1 

10. 課題研究のパイロット実施 2 

11. 課題研究のパイロット評価 

12. 学生によるパイロット研究・課題発表 1 

13. 学生によるパイロット研究・課題発表 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%)/パイロット研究・課題の報告(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. Saldanha, G. & O'Brien, S.. 2013.  Research Methodologies in Translation Studies. St. Jerome (ISBN:978-1-909485-00-6) 

3. 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。 
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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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■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（ 
 

 

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。 

 

Building on the knowledge and experience acquired in the previous semester, come up with a possible research topic and create a 

detailed research plan in order to successfully complete the master‟s thesis or research project in the second year. 

 

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。 

 

Undertake a master‟s thesis or research project in the field of translation and interpreting. In addition to discussing common 

issues, students will receive personalized guidance tailored to their research plan and rate of progress. At the end of the semester, 

students will present the outcomes and summarize them in a report. 

 

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（ 

文献講読、調査、実験、フィールドスタディ、結果の分析・考察などを自らのペースで進めること。また、進捗状況について、面談

時またはメール等で適宜報告すること。 

 

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（ 

1. Claudia V. Angelelli & Brian James Baer. 2016.  Researching Translation and Interpreting. Routledge (ISBN:9780415732543) 

 

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適宜変更される。不明点は直接教員まで連絡のこ

と。 

 

注意事項＇Notice（ 

■VV048 
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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（ 
 

 

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。 

 

In preparation for writing a master's thesis, along with clarifying their research theme and methodology, students will acquire basic 

knowledge and skills needed for writing and structuring an academic paper. They will also learn the methods to read and analyze 

research materials and relevant literature.  

 

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，理論的枞組，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。 

 

The aim of the course is to precisely determine a research topic and method. To achieve this goal, we read texts on theoretical 

foundations, research methods, and scientific discussions relating to cultural contacts and cultural hybridity. Students will review 

relevant research and present their own research.  

 

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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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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

映像文化研究における主なトピック、理論的枞組みと分析の方法、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。 

 

Students should be able to consider major topics in research of film and screen culture, theoretical frameworks, methods of 

analysis, and recent research trends, and link these areas to their own research. 

 

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。 

 

We will work to understand film and screen culture as a review of multicultural society, and based on key examples of existing 

research, provide an overview from a gender studies perspective, of works that deal with social themes, such as the cultural 

memory of war and colonial occupation, immigration and globalization, nationalism and ethnicity, etc. 

 

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枞組み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枞組み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枞組み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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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（ 
 

 

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。 

 

The goal of this seminar is for students to solidify the structures of their theses by striving to clarify research themes and 

methodologies, and learning specific methods for writing academic papers and other basic knowledge and skills required to write 

master‟s theses. Each student will learn how to properly position in their thesis the theories and models that form the basis of 

their thesis. 

 

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。 

 

Classes revolve around students‟ presentations of how the previous research they have gathered on their research themes 

relates to their research, and which theories and models form the basis of their research. In each class, students will create 

summaries to report on their research, and their classmates will offer comments on the reports. Thus, students are required to 

work diligently on their research and make enough progress to be able to give reports at each class meeting. 

 

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)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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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（ 
中川 理(NAKAGAWA OSAMU) 

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（ 
 

 

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。 

 

The aim of this course is to provide guidance to ensure that students majoring in cultural anthropology complete their master‟s 

thesis. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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。 

 

Students will proceed with their individual research in stages via presentations of their research investigation plans, and 

discussions with other students. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 導入 

2. 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 

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（2 

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（3 

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（4 

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（5 

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（6 

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（7 

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（8 

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（9 

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（10 

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（11 

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（12 

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（ 

授業時に適宜紹介する。 

 

参考文献＇Readings（ 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■VV052 

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（ 
佐藤 邦彦(SATO KUNIHIKO) 

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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

学生各自が研究に必要な知識・理論等の理解をさらに深め，具体的な分析・考察等をさらに進めていき，修士論文執筆に向けて

具体化していけるよう，指導を行う。 

 

Teaching will further consolidate each student‟s understanding of the knowledge and theories needed to conduct research and 

cover more thoroughly specific analysis and study toward the realization of writing a master‟s thesis. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

先行研究の成果や意義，問題点をどのように捉え，学生自身のテーマとどう関連づけていくべきかについて理解と考察を深め，

論文執筆に向けてさらに何が必要かを考えるために，学生の報告・討論を中心に進めながら指導を行う。 

 

We will cultivate deeper understanding and consideration of how to view the findings, meanings and issues in existing research and 

how to link these areas to the individual student‟s topic. Also, to allow us to think about what else is necessary in preparation for 

writing a thesis, teaching will be centered around student reports and debates. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. テーマの再検討・１ 

3. テーマの再検討・２ 

4. 先行研究に関する考察・１ 

5. 先行研究に関する考察・２ 

6. 先行研究に関する考察・３ 

7. 資料の収集と研究方法について・１ 

8. 資料の収集と研究方法について・２ 

9. 中間発表に基づく指導 

10. 理論的枞組みについて 

11. 研究テーマの理論上の意義づけについて 

12. 論文の構成について・１ 

13. 論文の構成について・２ 

14. 最終報告とまとめ 

 

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

毎回の授業で指示する。 

 

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（ 

必要に応じて授業時に指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■VV061 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

修士論文作成のための指導を行う。 

 

The purpose of this course is to provide guidance on writing a master‟s thesis. 

 

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． 

 

Provide instruction on how to find research materials and decide on a topic when writing a master‟s thesis. 

 

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（ 

自動登録／修士論文指導演習Ａ 

(Master's Thesis Supervision A) 

担当者名 

＇Instructor（ 
篠原 有子(SHINOHARA 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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

修士論文または課題研究の完成に向けて、これまでの進捗状況を踏まえ、各自の研究計画に沿ってデータ収集、分析などの作

業を進める。 

 

Working toward completing their master‟s thesis or research project, students will build on past progress and proceed with data 

collection and analysis in line with their research plan. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本講義では、まず先行研究の探索と分析、理論的枞組み、データ収集と分析などについて議論を深め、研究テーマへの取り組み

方について助言を行う。文献調査の過程で、論文の構成や引用など、執筆に求められる基本的な要件についても確認する。これ

らの点を押さえた上で、履修者からの研究実践の報告を受けてそれに対するフィードバックを行い、個別指導を併用しながら各自

の進ちょく状況に応じて指導する。 

 

In this lecture, we will first carry out in-depth discussions on searching for and analyzing prior research, theoretical frameworks, 

and collecting and analyzing data. Then guidance on how to approach each research topic will be provided. During the literature 

review process, basic requirements of an academic paper such as thesis structure and quotation will also be checked. After 

checking these points, students will report on their research and receive feedback. Also, individual guidance will be given according 

to the research progress of each student. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 修士論文または課題研究提出までのスケジュールの確認 

3. 研究テーマの設定と研究方法 

4. 先行研究の調査 

5. データ収集と分析方法 

6. 理論的枞組みの選択 

7. 中間報告の準備 

8. 中間報告の準備 

9. 中間報告のまとめ 

10. 研究実践の報告とフィードバック＇1（ 

11. 研究実践の報告とフィードバック＇2（ 

12. 個別指導 

13. 個別指導 

14. 今後のスケジュールの検討 

 

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

授業時間内に指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

中間報告(40%)/授業内発表(30%)/授業でのディスカッション(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. Williams, J., & Chesterman, A.. 2002. The map: A beginner's guide to doing research in translation studies. St. Jerome 

(ISBN:9781900650541) 

2. 武田珂代子編著、2017、『翻訳通訳研究の新地平』、晃洋書房 (ISBN:9784771028135) 

3. 篠原有子、2018、『映画字幕の翻訳学』、晃洋書房 (ISBN:9784771031029) 

上記のほかにも授業内で個別に指示する。 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

授業計画は人数、研究テーマ、研究の進行度合いによって変更されることがある。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■VV063 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 
 

 

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。 

 

The objective of these lessons is for students to learn the necessary knowledge and skills to complete their master‟s dissertations. 

Specifically, students will be able to deepen their understanding of the topics they have selected while improving their knowledge 

of research design and methods. 

 

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。 

 

The content will focus on teaching students about the required literature for pursuing their research topics and the survey or 

experiment designs needed to conduct their research. Each lesson will focus on having students report their current research 

progress. The lessons will also explain the survey and experiment methods used in language and language-teaching research 

through concrete examples and by outlining the fundamentals of statistical analyses. 

 

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。 
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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（ 

自動登録／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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

修士論文執筆の指導を行う。 

 

The purpose of this course is to provide guidance on writing a master‟s thesis. 

 

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。 

 

Instruction will be provided on master‟s thesis research topics, objectives, and questions, along with selecting methodology and 

analyzing/considering research content. 

 

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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■VV067 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／修士論文指導演習Ａ 

(Master's Thesis Supervision A) 

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（ 
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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

Each student selects and develops a research theme related to English language education and carries out individual research 

under the guidance of the instructor in order to fulfill the research requirements of a Master's thesis. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

Guidance is given throughout 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（ 

1. Course Introduction 

2. Discussion & Thesis Writing Guidance 1 

3. Discussion & Thesis Writing Guidance 2 

4. Discussion & Thesis Writing Guidance 3 

5. Discussion & Thesis Writing Guidance 4 

6. Discussion & Thesis Writing Guidance 5 

7. Discussion & Thesis Writing Guidance 6 

8. Discussion & Thesis Writing Guidance 7 

9. Discussion & Thesis Writing Guidance 8 

10. Discussion & Thesis Writing Guidance 9 

11. Discussion & Thesis Writing Guidance 10 

12. Discussion & Thesis Writing Guidance 11 

13. Presentation Preparation 

14. Presentation 

 

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 discuss their work with 

peers, and to consult with the instructor about presenting their work at an academic conference or symposium. 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

Reports (written)(35%)/Reports (oral)(35%)/Presentation(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

To be given by the instructor. 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■VV068 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 
 

 

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。 

 

In preparation for writing a master‟s thesis related to bilingualism and language acquisition, students will learn how to interpret and 

consider research methods and findings through reading more literature. Students will then commence writing their thesis. 

 

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。 

 

While reading the most recent literature from their research area, students will proceed with their own research by making a 

number of progress reports on data collection and analysis, thereby confirming the research design.  Guidance will also be 

provided through discussing ways of interpreting the data as well as the possible implications of the study. 

 

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（ 

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（ 

自動登録／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（ 
 

 

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。 

 

Building on past work, we will continue to proceed with the literature review, data collection and analysis, and written work stages. 

 

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。 

 

Giving thought to how the individual student‟s research project is progressing, appropriate personalized instruction geared toward 

the completion of their master‟s thesis or research project will be provided. 

 

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（ 

自動登録／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（ 
 

 

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。 

 

To conduct individual research on a topic of your choice and consolidate findings in a way that is conductive to writing a master's 

thesis. 

 

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。 

 

Depending on the students' progress, guidance on data collection and analysis will be provided on a personal basis so that they 

can conduct research in a well-planned and constructive manner.  Special attention will be paid to the appropriateness of 

theories and research methods.  

 

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. 理論的枞組みの検討と設定 

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（ 

自動登録／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（ 
 

 

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。 

 

Strive to clarify research themes and methodologies, learn methods for writing academic papers and other basic knowledge and 

skills required to write master‟s theses, and make progress on writing theses. 

 

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。 

 

We will develop understanding of the current state of existing domestic and international research on one‟s topic of interest. We 

will look specifically at issues covered and methodology used and apply knowledge acquired to developing each student‟s research 

area. Also, students will give a research presentation on their chosen research topic and specific guidance for writing an academic 

paper will be provided. 

 

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（ 

自動登録／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（ 
 

 

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。 

 

In this seminar, students will conduct their thesis research and write parts of their theses. They will be expected to address their 

research questions by following pertinent research designs.  

 

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。 

 

Students will receive constructive guidance from the instructor in the course of their thesis research in second language 

acquisition or related academic areas. Students should address their research questions by adopting research designs that have 

pertinent data analysis techniques. By the end of the semester, students should aim to complete writing a part of the results 

section of the thesis as well as updating the literature review. This seminar is primarily a tutorial for individual students, which 

further provides the students with opportunities for occasional discussions among them. 

 

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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■VV076 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

１年次に行った調査・研究や学んだ理論・方法論を用いて、通訳翻訳分野に関連する修士論文ないし課題研究を完成させる。  

 

Building on theories and methods learned and research carried out in the first year, students will complete a master‟s thesis, or 

alternatively a research project, in the field of translation and interpreting. 

 

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。 中間報告会の前には、集中的な指導を行

う。 

 

Based on the research outcomes of the previous year, students will be provided with necessary instructions on how to complete 

a master‟s thesis or a research project related to the field of translation and interpreting. Weekly sessions will be carried out either 

in the form of group discussions or individual consultations depending on the number of students. Specific guidance and intensive 

support will be given during the preparation for the interim presentation (Chukan Hokokukai). 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 研究の進捗報告＇１年次の成果の振り返り（ 

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. 中間報告会に向けた準備 

8. 中間報告会に向けた準備 

9. 中間報告会の振り返り 

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＇１学期の成果の振り返り（ 

 

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

修士論文または研究課題の提出に向け、文献講読、予備的調査、本調査、実験、フィールドスタディ、結果の分析・考察、執筆な

どを自らのペースで進めること。また、進捗状況について、面談時またはメール等で適宜報告すること。 

 

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（ 

テキストは指定せず、学生の理解度や言語の習熟度にあわせて、授業内で適宜指示または配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. Claudia V. Angelelli & Brian James Baer. 2016.  Researching Translation and Interpreting. Routledge (ISBN:9780415732543) 

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。 
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注意事項＇Notice（ 
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■VV078 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 
 

 

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。 

 

 In preparation for writing a master's thesis, along with clarifying their research theme and methodology, students will 

acquire basic knowledge and skills needed for writing and structuring an academic paper. They will also learn the methods to read 

and analyze research materials and relevant literature.  

 

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、理論的枞組、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。 

 

The aim of the course is to precisely determine a research topic and method. To achieve this goal, we read texts on theoretical 

foundations, research methods, and scientific discussions relating to cultural contacts and cultural hybridity. Students will review 

relevant research and present their own research.  

 

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（ 

自動登録／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（ 
 

 

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。 

 

Based on the research plan for cinema studies related master‟s thesis or research project, students will proceed with the survey, 

data collection/analysis and writing stages. 

 

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，理論的枞組み，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。 

 

Provide instruction on how to undertake a master‟s thesis or research project related to the field of cinema studies. Specifically, 

in relation to the individual student‟s research theme we will discuss, and advice will be provided on, searching for literature, 

setting a research question, research methodology, theoretical frameworks, methods of data collection and analysis, etc. A 

mixture of whole-class and personalized instruction will be provided. 

 

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（ 

自動登録／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（ 
 

 

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。 

 

The aim of this course is to conduct individual research on students' research topic under the guidance of teaching staff and 

ensure they can summarize findings in a way that is conducive to writing a master‟s thesis. 

 

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。 

 

Depending on the students' progress, guidance on data collection and analysis will be provided on a personal basis so that they 

can conduct research in a well-planned and constructive manner.  Special attention will be paid to the appropriateness of 

theories and research methods.  

 

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. 理論的枞組みの検討と設定 

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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■VV082 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／修士論文指導演習Ａ 

(Master's Thesis Supervision A) 

担当者名 

＇Instructor（ 
佐藤 邦彦(SATO KUNIHIKO) 

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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

修士論文の執筆に必要な調査・分析・考察を行い，修士論文を執筆する。 

 

In this course students carry out the investigation, analysis and study stages needed in order to write a master‟s thesis, and then 

begin writing. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

言語学＇特に意味論やその関連領域，またはスペイン語学（の研究テーマでの修士論文の作成に向けて，研究方法の検討，先

行研究のレビュー，調査・考察等を行うための指導を行う。個別指導を中心としつつ，適宜学生間の討論なども行う。 

 

Instruction on how to consider research methodology, review existing research, and carry out an investigation or study will be 

provided in preparation for writing a master‟s thesis on a research topic within Linguistics (specifically, semantics and related 

areas, or Spanish linguistics). While concentrating on personalized instruction, we will also carry out activities such as student 

debates where appropriate. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 学生によるテーマと研究計画の発表 

2. テーマの絞込み 

3. 先行研究のレビュー＇１（ 

4. 先行研究のレビュー＇２（ 

5. 調査方法の検討 

6. 調査実施の指導＇１（ 

7. 調査実施の指導＇２（ 

8. 中間報告に基づく指導 

9. 調査結果の分析・考察＇１（ 

10. 調査結果の分析・考察＇２（ 

11. 調査結果の分析・考察＇３（ 

12. 追加調査と理論的肉付けに関する指導＇１（ 

13. 追加調査と理論的肉付けに関する指導＇２（ 

14. これまでの研究成果の発表，最終レポートの指導 

 

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（(40%)/中間報告(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

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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■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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

修士論文作成のための指導を行う。 

 

The purpose of this course is to provide guidance on writing a master‟s thesis. 

 

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． 

 

Provide instruction on how to find research materials and decide on a topic when writing a master‟s thesis. 

 

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（ 
篠原 有子(SHINOHARA YUKO) 

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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

各受講生が設定した研究テ―マと研究計画に従って、通訳翻訳に関連する修士論文または課題研究を完成させる。 

 

Based on their own research plan and a topic of their choosing, each student will complete a master's thesis or research project 

related to translation and interpreting. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本授業では、まず春学期での成果を踏まえて、夏季休暇中の研究経過を報告する。次に、今後の研究スケジュールの確認もしく

は調整を行う。さらに、これまでの研究実践を通して生じた課題や問題点についての対応について全体または個別に検討し、デ

ータの整理や分析、考察などを進めるための助言を行う。各受講生が計画的に研究を進めることができるように、各自の研究テ

ーマと執筆進度に応じて全体指導と個別指導を併用する。 

 

In this class, we will first confirm the spring semester outcomes and report research progress made during the summer vacation. 

Next, we will confirm, and if necessary, adjust our future research schedules. Also, we will consider, both individually and as a 

whole class, how to deal with issues and problems that have arisen while conducting research. When needed, proposals will be 

given on organizing data, analysis, and consideration. So that each student can proceed with their research as planned, this class 

will be conducted in a mixture of whole-class and personalized instruction, depending on the individual's research topic and 

progress. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 夏季休暇中の研究経過の報告 

2. 研究スケジュールの確認 

3. 個別指導 

4. 個別指導 

5. 研究実践の発表１およびフィードバック 

6. 研究実践の発表２およびフィードバック 

7. 個別指導 

8. 個別指導 

9. 研究実践の発表３およびフィードバック 

10. 研究実践の発表４およびフィードバック 

11. 最終報告に向けた個別指導 

12. 最終報告 

13. 口頭試問のための準備 

14. まとめ 

 

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

各自の研究テーマと進捗に応じて、授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業への主体的参加(25%)/授業内発表(25%)/最終報告(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

必要に応じて随時資料を配付する。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. Williams, J., & Chesterman, A.. 2002. The map: A beginner's guide to doing research in translation studies. St. Jerome 

(ISBN:9781900650541) 

2. 武田珂代子編著、2017、『翻訳通訳研究の新地平』、晃洋書房 (ISBN:9784771028135) 

上記のほかに、各受講者の研究テーマに応じて適宜紹介する。 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

授業内容は受講者の進捗状況に応じて変更される場合がある。 

 

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（ 
 

 

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。 

 

In these lessons, students will gain the necessary knowledge and skills to complete their master‟s dissertations. They will also be 

given concrete examples on how to analyze gathered data and deepen related discussions. This will ultimately aid them in 

completing their dissertations. 

 

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。 

 

In these lessons, students will be provided with concrete examples on how to analyze the results of the surveys and experiments 

they have conducted in order to test their hypotheses or answer their research questions. They will also be taught how to deepen 

their discussion of these results. Each lesson will focus on the survey or experiment results obtained by each student. This will 

enable them to produce high-quality dissertations. 

 

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。 
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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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

修士論文執筆の指導を行う。 

 

The purpose of this course is to provide guidance on writing a master‟s thesis. 

 

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。  

 

Instruction will be provided on master‟s thesis research topics, objectives, and questions, along with selecting methodology and 

analyzing/considering research content. 

 

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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■VV095 

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（ 
河合 優子(KAWAI YUKO) 

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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

修士論文を完成させる。 

 

To complete a master‟s thesis. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

修士論文の進捗状況を報告してもらい、修士論文を完成させるための具体的な指導をしていく。 

 

Students will report on the progress of their master‟s thesis research and receive individual guidance  from the instructor.  

 

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)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■VV097 

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（ 
マーティン，Ｒ．(MARTIN,RON R.) 

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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

Collect and analyze data by, for example, using surveys or doing interviews, or create, present, and explain education material in 

order to complete the Master's thesis under the guidance of the instructor in order to fulfill the research requirements of a 

Master's thesis. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

Guidance is given throughout 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（ 

1. Course Introduction 

2. Discussion & Thesis Writing Guidance 1 

3. Discussion & Thesis Writing Guidance 2 

4. Discussion & Thesis Writing Guidance 3 

5. Discussion & Thesis Writing Guidance 4 

6. Discussion & Thesis Writing Guidance 5 

7. Discussion & Thesis Writing Guidance 6 

8. Discussion & Thesis Writing Guidance 7 

9. Discussion & Thesis Writing Guidance 8 

10. Discussion & Thesis Writing Guidance 9 

11. Discussion & Thesis Writing Guidance 10 

12. Discussion & Thesis Writing Guidance 11 

13. Presentation Preparation 

14. Presentation 

 

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 discuss their work with 

peers, and to consult with the instructor about presenting their work at an academic conference or symposium. 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

Reports (written)(35%)/Reports (oral)(35%)/Presentation(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

To be given by the instructor. 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 70 - 

■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（ 
 

 

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。 

 

In preparation for completing a master‟s thesis related to bilingualism and language acquisition, students will learn how to interpret 

and consider research methods and findings through reading more literature. Students will then commence writing their thesis. 

 

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。 

 

While continuing to read the most recent literature from their research area, students will proceed with writing the chapters of 

their thesis.  Appropriate guidance and instruction, tailored to each student‟s rate of progress, will be provided in order to bring 

their academic papers to completion. 

 

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（ 

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（ 
 

 

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。 

 

Building on past work, students will continue to proceed with the literature review, data collection and analysis, and written work 

stages, in order to complete your master‟s thesis/research project within the time limit. 

 

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。 

 

Giving thought to how the individual student‟s research project is progressing, appropriate personalized guidance and instruction 

geared toward the completion of their master‟s thesis or research project will be provided. 

 

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（ 
 

 

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。 

 

To conduct individual research on a topic of your choice with guidance and complete writing a master's thesis.  

 

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。 

 

Based on the students' progress, we will consider research issues and improvements to the project. Appropriate guidance will be 

provided to enable students to organize and analyze the data and develop insights for the thesis.  

 

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（ 
 

 

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。 

 

Strive to clarify research themes and methodologies, learn methods for writing academic papers and other basic knowledge and 

skills required to write master‟s theses, and make progress on writing theses. 

 

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。 

 

We will develop understanding of the current state of existing domestic and international research on one‟s topic of interest. We 

will look specifically at issues covered and methodology used and apply knowledge acquired to developing each student‟s research 

area. Also, students will give a research presentation on their chosen research topic and specific guidance for writing an academic 

paper will be provided. 

 

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（ 
 

 

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。 

 

In this seminar, students will be expected to write up the results and discussion sections and complete their theses on time.  

 

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。 

 

Students will receive constructive guidance from the instructor in their efforts to complete their theses in second language 

acquisition or related academic areas. Students should aim to write up their theses with full length results and discussion sections. 

It would be advisable for students to complete everything at the time of the preliminary examination. This seminar is primarily a 

tutorial for individual students, which further provides the students with opportunities for occasional discussions among them. 

 

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（ 

 

 



 - 75 - 

■VV104 

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（ 
武田 珂代子(TAKEDA KAYOKO) 

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（ 
 

 

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を完了させる。 

 

To complete a Master‟s thesis or a research project in Translation and Interpreting Studies. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

春学期における成果をもとに，通訳翻訳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。 

 

Seminars and individual advising for students to continue research from the spring semester and complete a Master‟s thesis or a 

research project in Translation and Interpreting Studies. 

 

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. 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、適宜資料を配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

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

(ISBN:1900650541) 

2. Saldanha, G. & O'Brien, S.. 2014. Research Methodologies in Translation Studies. Routledge (ISBN:1909485004) 

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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■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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

春学期に行った調査・研究や学んだ理論・方法論を用いて、通訳翻訳分野に関連する修士論文ないし課題研究を完成させる。 

 

Building on theories and methods learned and research carried out in the spring semester, students will complete a master‟s 

thesis, or alternatively a research project, in the field of translation and interpreting. 

 

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。 修士論文・課題研究の提出ならびに口

頭試問の前には、集中的な指導を行う。 

 

Based on the outcomes of the first semester, students will receive necessary instruction on how to complete a master‟s thesis or 

a research project in the field of translation and interpreting. Weekly sessions will be carried out either in the form of group 

discussions or individual consultations depending on the number of students. Specific guidance and intensive support will be 

provided prior to the submission of the master‟s thesis/research project and the oral exam (viva). 

 

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＇通訳翻訳領域内で実施（ 

8. 中間発表の振り返り 

9. 課題点の整理と修正１ 

10. 課題点の整理と修正２ 

11. 修士論文・研究課題の提出に向けた最終作業１ 

12. 修士論文・研究課題の提出に向けた最終作業２ 

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（ 

修士論文または研究課題の提出に向け、文献講読、予備的調査、本調査、実験、フィールドスタディ、結果の分析・考察、執筆な

どを自らのペースで進めること。また、進捗状況について、面談時またはメール等で適宜報告すること。 

 

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（ 

テキストは指定せず、受講生の理解度や言語の習熟度にあわせて、授業内で適宜指示または配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. Claudia V. Angelelli & Brian James Baer. 2016.  Researching Translation and Interpreting. Routledge (ISBN:9780415732543) 

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。  
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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（ 
 

 

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。 

 

 In preparation for writing a master's thesis, along with clarifying their research theme and methodology, students will 

acquire basic knowledge and skills needed for writing and structuring an academic paper. They will also learn the methods to read 

and analyze research materials and relevant literature.  

 

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、理論的枞組、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。 

 

The aim of the course is to precisely determine a research topic and method. To achieve this goal, we read texts on theoretical 

foundations, research methods, and scientific discussions relating to cultural contacts and cultural hybridity. Students will review 

relevant research and present their own research.  

 

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（ 
 

 

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。 

 

To complete a master‟s thesis or research project related to the field of cinema studies. 

 

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。 

 

Building on the outcomes of the spring semester, provide seminars and personalized instruction on how to complete a master‟s 

thesis or research project related to the field of cinema studies. 

 

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（ 
 

 

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。 

 

In these lessons, students will gain the necessary knowledge and skills to complete their master‟s dissertations. They will also be 

given concrete examples on how to analyze gathered data and deepen related discussions. This will ultimately aid them in 

completing their dissertations. 

 

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。 

 

In these lessons, students will be provided with concrete examples on how to analyze the results of the surveys and experiments 

they have conducted in order to test their hypotheses or answer their research questions. They will also be taught how to deepen 

their discussion of these results. Each lesson will focus on the survey or experiment results obtained by each student. This will 

enable them to produce high-quality dissertations. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 休暇中の研究の進捗報告、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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■VV111 

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（ 
中川 理(NAKAGAWA OSAMU) 

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（ 
 

 

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。 

 

Strive to clarify research themes and methodologies, learn methods for writing academic papers and other basic knowledge and 

skills required to write master‟s theses, and make progress on writing theses. 

 

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。 

 

We will develop understanding of the current state of existing domestic and international research on one‟s topic of interest. We 

will look specifically at issues covered and methodology used and apply knowledge acquired to developing each student‟s research 

area. Also, students will give a research presentation on their chosen research topic and specific guidance for writing an academic 

paper will be provided. 

 

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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■VV112 

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（ 
佐藤 邦彦(SATO KUNIHIKO) 

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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

これまでの調査や考察の結果をまとめ，修士論文を完成する。 

 

In this course students will summarize the results of surveys and studies conducted, and complete writing a master‟s thesis. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

言語学＇特に意味論やその関連領域，またはスペイン語学（の研究テーマでの修士論文の作成に向けて，これまでの調査や考

察の結果をまとめるための指導を行う。論文の構成や，必要に応じて更なる考察についての指導を行う。基本的に個別指導とす

るが，適宜学生間の討論なども行う。 

 

Instruction on how to summarize the results of surveys and studies will be provided in preparation for writing a master‟s thesis on 

a research topic within Linguistics (specifically, semantics and related areas, or Spanish linguistics). Provide guidance on thesis 

structure and any other areas requiring further consideration. Generally personalized instruction will be used, but activities such 

as student debates will also be carried out where appropriate. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. これまでの進捗状況の発表 

2. 考察内容の検討＇１（ 

3. 考察内容の検討＇２（ 

4. 修士論文作成の指導＇１（ 

5. 修士論文作成の指導＇２（ 

6. 修士論文作成の指導＇３（ 

7. 修士論文作成の指導＇４（ 

8. 修士論文仕上げに向けての中間報告 

9. 修士論文作成の指導＇５（ 

10. 修士論文作成の指導＇６（ 

11. 修士論文作成の指導＇７（ 

12. 修士論文作成の指導＇８（ 

13. 修士論文作成の指導＇９（ 

14. 最終報告 

 

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（(40%)/中間報告(30%)/最終報告(30%) 

 

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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■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。 

 

The aim of this course is to cover the key themes related to foreign language education, build a basic foundation for researching 

foreign language education, establish the future direction of research we will undertake at graduate school, and determine how we 

should be as researchers. 

 

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いくつか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。 

 

First, students will choose a few topics from the important themes that form the basic foundation of foreign language education. 

Next, students will give group presentations at a rate of one topic every two weeks. Then hold question-and-answer sessions as 

a class, and develop understanding via discussions. Specific topics may include, the history of foreign language education; foreign 

language education and grammar theories; foreign language education and lexicology; foreign language education and neighboring 

fields; the socioeconomic background that generates foreign language education teaching methods; foreign language educational 

policy; science and technology in foreign language education; foreign language education in the world today; the future direction of 

foreign language education; etc. 

 

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＇20 点×3 回（(60%)/各自のテーマごとの書評(10%) 

授業で用いたレジュメ、まとめのレポート、書評などは、最後に冊子としてまとめ全員が研究成果として共有する 

 

テキスト＇Textbooks（ 

毎回の授業で指示する。 
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参考文献＇Readings（ 

各自が授業に持ち寄り、お互いに紹介し合う 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

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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■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) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
通訳翻訳研究へのアプロ―チ 

担当者名 

＇Instructor（ 
坪井 睦子(TSUBOI MUTSUKO) 

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（ 

本講義では、通訳翻訳研究の出発点としてまず研究の道程を俯瞰したうえで、研究の支柱となる研究の方法について体系的に

学ぶことを目指します。 

 

This class aims to provide students with an overview of the research process in the field of translation and interpreting studies, 

and enable them to learn systematically about the research methodologies, which serve as the solid foundation for the research 

process. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

通訳翻訳研究を含むあらゆる学問領域においては、その領域に関わる様々なテーマについて自ら問いを立て、研究計画を策定

し、最終的にその研究成果をレポートや論文としてまとめることが求められます。この研究成果に至る一連の研究道程の支柱と

なるのが研究の方法です。本講義では、学際的な学問分野としての通訳翻訳研究へのアプローチについて、テキストに沿い大き

く 4 つの視点から分けて考察します。授業の最後には、各受講者は自らのリサーチ・クエスチョンに基づき、研究方法を選択し、そ

の研究成果を発表します。 

 

As in any academic discipline, students in the field of translation and interpreting studies need to establish valid research 

questions about a wide range of topics related to the discipline, formulate a research design,  and eventually organize the findings 

in an essay or academic paper. Adopting an appropriate research methodology is crucial for implementing the series of research 

processes that lead to producing reliable  results. In this lecture we will work with the textbook and  discuss how to approach 

translation and interpreting research as an interdisciplinary academic field mainly from four perspectives. Students are expected 

to develop their own research project based on their chosen research questions and methodologies, and  present the outcomes 

of their research at the end of the course. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 初回ガイダンス 

・授業概要 

・研究とは何か 

・通訳翻訳研究の射程 

2. 通訳翻訳研究の道程 

・リサーチ・クエスチョンと仮説 

・研究の方法 

3. Product-oriented research (1)  

4. Product-oriented research (2) 

5. Product-oriented research (3) 

6. Process-oriented research (1)  

7. Process-oriented research (2) 

8. Participant-oriented research (1) 

9. Participant-oriented research (2) 

10. Context-oriented research (1) 

11. Context-oriented research (2) 

12. 研究発表 (1) 

13. 研究発表 (2) 

14. まとめ 

・通訳翻訳研究へのアプローチ 

・研究の倫理 

 

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

受講生は事前に指示された文献をよく読んで授業にのぞむことが求められます。発表担当者は、文献の要点をまとめるとともに、
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ディスカッション・スターターとして討論を活性化させる役割を担うのでその準備を入念に行います。その他、最終研究発表につい

ては、別途授業時に指示します。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業への主体的取り組みと貢献(20%)/リアクション・ペーパー(20%)/発表(30%)/期末レポート(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. Saldanha, G., & O'Brien, S.. 2014. Research Methodologies in Translation Studies. Routledge (ISBN:978-1-909485-00-6) 

 

参考文献＇Readings（ 

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

(ISBN:978-1-900650-54-0) 

2. 鳥飼玖美子＇編著（、2013、『よくわかる翻訳通訳学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-06727-5) 

その他、随時必要に応じて、授業時に提示します。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

授業は一部講義形式で行う以外は、基本的に発表や討論を中心とする受講者参加型の演習形式で行います。講義および発表

には、パワーポイントを使用します。フィードバックについては、随時授業時に行います。 

 

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研究の入門科目。コミュニケーション研究に関する最近の文献を読みながら、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と視座を身につけることを目的とする。 

 

An introductory module to graduate school level communication research. The aim here is to acquire the basic knowledge and 

perspectives required for conducting communication research, by reading recent literature associated with this research area. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

主にコミュニケーション学、言語教育、社会学の分野におけるコミュニケーション研究を取り上げながら、コミュニケーションを学術

的に分析、観察する際に求められる視点や有益な理論･モデルを学んでいく。また、コミュニケーション研究の歴史や最近の研究

動向についても学んでいく。 

 

By covering mainly communication research in the areas of communication studies, language education and sociology, we will learn 

perspectives and useful theories/models needed when analyzing and studying communication in an academic context. Also, we will 

learn about the history of communication research and recent research trends. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 研究対象としてのコミュニケーション: Communication as a Field and as a Discipline 

2. コミュニケーション研究の歴史  

3. 主要領域におけるコミュニケーション概念 

4. 記号としての言語 

5. コミュニケーションの非言語的要素 

6. 視覚的レトリック 

7. 異文化コミュニケーション＇その１（：文化概念の変遷、intercultural と「異文化」 

8. 異文化コミュニケーション＇その２（：日本における異文化コミュニケーション教育の今日的課題 

9. コミュニケーション教育＇Communication Education)：コミュニケーション能力を再考する＇その１（ 

10. コミュニケーション教育 (Communication Education)：コミュニケーション能力を再考する＇その２（ 

11. 教育コミュニケーション (Instructional Communication) 

12. 批判的コミュニケーション教育 (Critical Communication Pedagogy) 

13. コミュニケーションのダークサイド 

14. まとめ、期末レポート発表会 

 

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（ 
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■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。 

 

Develop deeper understanding of perspectives and theories in the research area of Intercultural Communication. 

 

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。異文化コミュニケーション領域における概念や理論に関する主要

文献を精読し、「彼ら」と「我々」の間に生じる相互作用について考察する。「異文化」を感じるコミュニケーションの場で、何が起き

ているのか、それがどのように現れているのか、背後にはどのような要素が絡んでいるのかについて 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、 質疑応答を中心に進める。 

 

This course is an introduction to theory in the research area of Intercultural Communication. We will thoroughly read key literature 

related to concepts and theories in the research area of Intercultural Communication and consider interactions that occur 

between „them‟ and „us‟. We will think about what is happening in communicative situations where you sense cultural difference, 

also in what way these experiences are generated, and what factors are involved in the background? Students should come to 

classes having read the handouts (literature related to the theme). Classes will be centered around lectures, presentations, and 

question and answer sessions. 

 

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 
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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（ 
中川 理(NAKAGAWA OSAMU) 

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において利用できる問いの枞組みと、これまで生み出されてきた成果を理解する。それらの枞組みを活用し

て、それぞれの受講生が関心を持っている現象を切り取り、問題化することができるようにする。 

 

Learn the frameworks of questioning that can be applied to global cultural studies, and the results produced to date. Gain the 

ability to use these frameworks to scrutinize and determine the issues inherent in phenomena that interest the students. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本授業では、グローバル文化研究を、人、テクノロジー、メディア、思想、お金などの国境を越えた流れによって生成する様々な

「新しい生のかたち」を理解しようとする研究としてとらえる。その上で、とくに人の移動に注目しながら、既存の枞組みからは逃れ

てしまう「新しい生のかたち」をとらえるためにはどのようなアプローチがありうるのかを考えていく。本授業では、まず「伝統的な」

文化人類学のアプローチについて理解したうえで、トランスナショナルな移動に注目する種々の新しいアプローチが「どのような問

いを発しているのか」「どのような答えを導こうとしているのか」を、具体的な事例を用いながら検討する。また、講義で学んだ概念

を用いて、受講生自身が事例を調査して発表を行う。それによって、グローバル文化研究に関する主題について研究していくた

めの一つの基本的視座を獲得する。 

 

This course is a study of global culture that seeks to illuminate various new ways of living produced by the progression of people, 

technology, media, ideology, money and other elements across national borders. With particular attention to human migration, 

students will consider what kinds of approaches can reveal these new ways of living that conventional frameworks fail to capture. 

Modern research that focuses on key concepts such as transnationalism, (neoliberal) governability, bottom-up globalization and 

cosmopolitanism represents attempts at these new approaches. In this course we will use specific examples to create an 

organized view of what kinds of questions are being generated, and what kinds of answers are being elicited by these approaches. 

In addition, students will examine how these approaches are mutually related to one another. This will provide them with a basic 

viewpoint for conducting research on a main theme related to global cultural studies. 

 

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. フィールドワークをめぐって 

4. 文化的多様性の発見 

5. 土地と文化：本質主義批判 

6. 文化とハイブリディティ 

7. グローバル化の社会理論 

8. グローバル化の人類学へ 

9. ナショナリズムの復興 

10. コスモポリタニズム 

11. 周縁的な生き方 

12. 振り返り：グローバル化の人類学とは？ 

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と課題 （(60%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

テキストは使用せず、授業時に必要に応じて資料を配付する。 
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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（ 
民族誌から読み解く現在と未来 

担当者名 

＇Instructor（ 
阿部 朊恒(ABE TOMOHISA) 

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（ 

ますます変化の速度を加速させる今日の世界にあって、目指すべきサステナビリティ＇持続可能性（の所在と理想は実にさまざま

である。環境、公正、平和、そうした言葉を掲げた実践に多くの労力と財が費やされてきたにもかかわらず、グローバリゼーション

の進展とともに大きく姿を変えつつある人間社会の行方は、ますます軌道を失いつつあるようにもみえる。この授業では、環境保

全や貧困からの脱出をめぐって生じた争議を扱う民族誌をもとに、持続可能性をめぐる知識の生産がいかになされ、それが現実

をどのように方向づけてきたのかを学ぶ。授業を通じての目標は、受講者があるべき社会像をあらためて問い直し、21 世紀の世

界に生じている具体的な出来事にもとづいてその妥当性を考えられるようになることである。 

 

With the rate of change in the world of today continuing to accelerate, sustainability goals and ideals are now truly multifarious. 

Despite, great labor and financial cost spent on projects displaying words such as environment, justice, and peace, the direction of 

human society, that is undergoing drastic changes with advancing globalization, appears to be veering further and further off track. 

In this class, based on the ethnography that deals with disputes over protecting the environment and escaping poverty, we will 

learn how knowledge surrounding sustainability is produced, and how this has defined the direction that reality has taken. The 

objectives of this class are for students to question anew views of how society should be and become able to consider the 

appropriateness of these views based on specific things that are happening globally in the 21st century. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

Thomas H. Eriksen と Elisabeth Schober の編集による Knowledge and power in an overheated world.＇2017（をテキストとし、受講

者による逐語訳をもとに精読とディスカッションを進めていく。このテキストの編者は、グローバリゼーションの名のもとにローカル

な生活環境や人間関係の再編成が急速に進む 21世紀の世界を“overheated world”として概念化し、その趨勢を方向づける知識

の生産と権力の結びつきを解きほぐそうとしている。「知と権力」という関心そのものは古典的だが、SNS や動画配信サービスの

登場によって情報流通の経路が一挙に複雑化した現在的状況を踏まえ、最新の民族誌的事例から問いを立て直そうとする試み

は斬新である。この授業では、テキストの輪読と議論を通じて、今日の世界で生じている具体的な出来事に立脚してサステナビリ

ティをめぐる諸問題について考えていく。なお、指定テキストはオスロ大学社会人類学部から無償公開されている。 

 

Using the textbook, Knowledge and power in an overheated world (2017) edited by Thomas H. Eriksen and Elisabeth Schober, 

intensive reading and discussions will be carried out based on students‟ literal translations. This 21st century world which in the 

name of globalization sees rapid reorganization of the local environments in which people live, and the relationships they have, is 

conceptualized by the authors of this textbook as an “overheated world”. The editors are trying to unravel the links between 

power and the production of knowledge that determines the direction of this rapid course of events. Taking interest in “knowledge 

and power” is a classical notion. However, keeping in mind the current situation of information distribution pathways suddenly 

increasing in complexity due to the emergence of social media and video distribution services, and trying to re-establish questions 

from the most recent ethnographic examples, is an innovative approach. In this class students will think about the various issues 

surrounding sustainability by reading the textbook in turns and taking one‟s own stand in discussions on specific things that are 

happening in the world today. The designated textbook is provided without cost by the Department of Social Anthropology at the 

University of Oslo. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. イントロダクション講義および担当章決定 

3. 第一章輪読＇Introduction: Knowledge regimes in an overheated world（ 

4. 第二章輪読①＇Movements on the Mountain; regimes of sovereign sustainability in Nepal（ 

5. 第二章輪読② 

6. 第三章輪読①＇The Frailty of Power. Electricity Generation and Sustainable Livelihoods in Zambales, Philippines（ 

7. 第三章輪読② 

8. 第四章輪読①＇Conflicting regimes of knowledge about Gladstone Harbour: A drama in four acts（ 

9. 第四章輪読② 

10. 第五章輪読①＇Tinkering with Knowledge: Representational Practices and Scaling in U.S. Think Tanks（ 

11. 第五章輪読② 
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12. 第六章輪読①＇Safety in Numbers: why everyone listens to economists（ 

13. 第六章輪読② 

14. 授業の総括およびディスカッション 

 

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

担当章は逐語訳を作成すること。学術書の逐語訳の作成は多大な時間を要する作業なので、準備にはしっかりと計画を立てて

あたってもらいたい。自分が担当しない部分についても、事前によく読み込んで授業に参加してほしい。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(30%)/授業への参加態度(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. Eriksen, Thomas Hylland & Schober, Elisabeth (eds.). 2017. Knowledge and power in an overheated world.. Department of Social 

Anthropology, University of Oslo. (ISBN:978-82-7720-200-6) 

 

参考文献＇Readings（ 

1. Eriksen, Thomas Hylland.. 2016. Overheating: An Anthropology of Accelerated Change (English Edition). Pluto Press 

(ISBN:978-0-7453-3634-3.) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

オスロ大学社会人類学部 HP－Prof. Eriksen, Thomas Hylland 紹介ページ＇指定テキストのダウンロードリンクあり（ 

https://www.sv.uio.no/sai/english/people/aca/geirthe/ 

 

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。 

 

To acquire the knowledge and skills needed during the process of planning and writing an academic report for a qualitative 

research project.  

 

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。 

 

Students will learn about how to conduct qualitative research.This course will consider topics such as types of qualitative 

research, suitable research questions, data collection and analysis, ethical issues, and report writing for qualitative research.  

 

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（ 

プリント配布 

 

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) 
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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) 

 

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。 

 

To develop basic skills for collecting and analyzing a variety of quantitative data. 

 

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。 

 

Students will make a presentation on an assigned book section in turn for learning how to collect and analyze quantitative data for 

their research and also how to report research findings. In addition, each student will prepare a research proposal based on his or 

her own academic interests as well as relevant previous research findings. To make the research proposals more feasible, the 

students will revise the proposals based on comments and suggestions from the instructor and other students. Eventually, the 

students are expected to submit their final version of academic research proposal. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. Introduction to Research ＇Chapter 1（ 

3. Concluding and Reporting Research ＇Chapter 11（  

4. 先行研究・研究課題案の発表 

5. Common Data Collection Measures  ＇Chapter 3（ 

6. Common Data Collection Measures ＇Chapter 3（   

7. Designing a Quantitative Study ＇Chapter 6（ 

8. 研究計画書の中間発表 1 

9. 研究計画書の中間発表 2 

10. Analyzing Quantitative Data ＇Chapter 10 （ 

11. Mixed Methods ＇Chapter 9（ 

12. 研究計画書の最終発表 1 

13. 研究計画書の最終発表 2 

14. まとめ 

 

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

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します 

 

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 



 - 97 - 

(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) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

・授業計画の Chapter は参考文献１の Mackey＆Gass(2015)に対応しています 

・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（ 

This course aims to offer an introduction to Japanese education system. Furthermore, by the end of the course, students will have 

basic understanding about the history and current 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 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 about the English language education 

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（ 
シュロスブリー(SHROSBREE MIKI) 

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（ 

This course aims to help students understand the principles and methodologies for teaching oral communication skills. It also aims 

to help students acquire practical teaching skills for speaking and listening. Furthermore, this course aims to help students learn 

basic phonological differences between Japanese and English. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

This course covers basic theories and methodologies for teaching oral communication skills. Students will understand key features 

of learners‟speech; fluency, accuracy, and complexity, and learn effective activities to enhance these features. This course will 

also provide basic phonology, such as vowels, consonants, and suprasegmental features, to understand some difficulties in 

listening and pronunciation for Japanese learners of English. Students are expected to read weekly assigned pages of the textbook, 

give chapter summary presentations, write reports and reflection papers, develop a lesson plan for teaching speaking skills and 

give a teaching demonstration. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Introduction: Approaches to language teaching 

2. Parts and goals of a listening and speaking course 

3. Listening competence and listening processes 

4. Methodologies for teaching listening 

5. Speaking competence and speaking processes 

6. Methodologies for teaching speaking 1 

7. Methodologies for teaching speaking 2 

8. Developing fluency 

9. Sounds of English (IPA symbols) 

10. Phonological differences between Japanese and English: vowels and consonants 

11. Phonological differences between Japanese and English: suprasegmental features 

12. Teaching pronunciation 

13. Student teaching demonstration 

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（ 

Active participation and reading homework(25%)/Book summary presentations, reports and reflection papers(40%)/Lesson plan 

and teaching demonstration(35%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. Nation I.S.P & Newton J.. 2009. Teaching ESL/EFL Listening and Speaking. Routledge 

2019年 6月 4日更新＇変更理由：テキスト変更のため（【変更前】Goh, C. M. & Burns, A. “Teaching Speaking: A Holistic Approach”   

Cambridge University Press  2012  

 

参考文献＇Readings（ 

なし。 

2019 年 6 月 4 日更新＇変更理由：参考文献変更のため（【変更前】Flowerdew, J., & Miller, L.  “Second language listening: Theory 

and practice”   Cambridge University Press  2005 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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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（ 
三島 雅一(MISHIMA MASAKAZU) 

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（ 

To examine and understand various theories of language teaching and learning 

To develop an overall understanding of what it means to teach reading & writing to Japanese English learners at different 

proficiency levels. 

To become able to design effective language learning tasks/activities 

To become able to design effective reading & writing assessment formats 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

This course is designed to help prospective English language teachers to develop their understanding in designing and 

implementing language learning tasks with particular focus on teaching reading and/or writing to Japanese English language 

learners. Throughout the semester, students will be exposed to various theories of language learning, and principals in developing 

effective teaching materials. Students are expected to regularly engage in reading research as well as teaching-oriented articles. 

Students are also expected to perform a critical analysis on teaching methods/approaches, and develop language learning 

tasks/activities in relation to reading and/or writing. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Introduction to the course 

2. Topic: Learning to read in another language 

Textbook Chap 1 & 2  

3. Topic: Intensive vs. Extensive Reading 

Textbook Chap 3 & 4 

4. Topic: Reading Fluency 

Textbook Chap 5 

5. Topic: Reading assessment 

Textbook: Chap 6 

6. Topic: Learning to write in another language 

Textbook: Chap 7 

7. Topic: The writing process 

Textbook: Chap 8 

8. Topic: Writing topics 

Textbook: Chap 9 

9. Topic: Giving feedback 

Textbook: Chap 10 

10. Topic: Designing reading tasks 

11. Teaching demonstration 1 

12. Topic: Designing writing tasks 

13. Teaching demonstration 2 

14. Final Presentation/Wrap-up 

 

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

Reading assignments 

Writing assignments 

Projects 

Presentation & Teaching Demonstration Preparations 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

Attandance and Participation(20%)/Projects(30%)/Teaching Demonstration(20%)/Presentations(10%)/Critical Reflection 

Papers(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 
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1. Nation I.S.P. 2009. Teaching ESL/EFL Reading and Writing. Routledge (ISBN:041598968X) 

All additional reading materials will be provided by the instructor. 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

The course schedule and topics covered are tentative and may be subject to change.  

 

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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■VV201 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

VV201／言語コミュニケーション研究特殊講義Ａ 

(Seminar in Language Communication Research A) 

担当者名 

＇Instructor（ 
佐藤 邦彦(SATO KUNIHIKO) 

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（ 

言語の、特に「意味」に関連するテーマで考察を行う上で必要な基礎知識を身に付け，様々な立場の意味論的観点を批判的に検

討していくための思考力を養う。 

 

Develop the basic knowledge required for studying language, specifically themes associated with meaning, and cultivate critical 

thinking skills for considering semantic perspectives from many different standpoints. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

意味論の基礎知識を紹介するための講義を交えつつ，設定したテーマに即して資料を読んだり討論を行う中で，意味論の持つ問

題点について皆で考えてゆく。なお，言語学プロパーの意味論の具体的テーマとしては，語彙的意味論が中心となる。 

 

While including lectures to introduce basic knowledge of semantics, we will read documents and conduct debates in line with the 

set themes, to consider together problem areas that exist within semantics. Moreover, the specific and central theme of 

semantics in linguistics proper to be covered here will be lexical semantics. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 意味とコミュニケーション 

2. 意味と認識の社会的形成 

3. 近代言語学以前における意味に関する論考 

4. 記号論と意味論 

5. 構造主義言語学における語の意味の扱い 

6. 多義性の構造 

7. 多義語における意味連関の観点 

8. 中間提出物に基づく討論 

9. 語彙の構造と「場」の理論 

10. 意味論における要素還元主義の問題点 

11. 多義性再考：基本的意味説 

12. 認知意味論とレトリック 

13. 意味論におけるメトニミーの重要性 

14. 最終提出物に向けての討論 

 

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%)/中間レポート(30%)/出席および授業参加度(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

特に指定せず、その都度プリント資料を配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に応じて授業中に指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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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。 

 

Acquire fundamental and comprehensive knowledge of various theories dealing with the cognitive psychological aspects of second 

language acquisition. 

 

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を探る。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，スキル習得理論や用法基盤モデルに基づいた実証研究の諸成果も検証する。 

 

This seminar focuses on cognitive psychological approaches to second language acquisition. Specifically, students will further 

their understanding of cognitive processes such as attention and awareness, and how they relate to explicit learning, implicit 

learning and personal differentiation factors. In addition, students will verify various results of empirical research based on input 

processing theory and skill acquisition theory in light of recent trends in research. 

 

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. スキル習得理論：理論的背景 

9. スキル習得理論：実証研究＇１（ 

10. スキル習得理論：実証研究＇２（ 

11. 用法基盤モデル：理論的背景 

12. 用法基盤モデル：実証研究＇１（ 

13. 用法基盤モデル：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（ 

プリント配布。 

 

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) 

3. Ortega, L.. 2009. Understanding Second Language Acquisition. Hodder Education (ISBN:978-0-340-90559-3) 

 

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。 
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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（ 
英語のヴァリエーション 

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（ 

 グローバル化が進み、国際共通語としての英語の地位が高まっている昨今、異文化コミュニケーションという視座から今一度

「英語とは何か」について考察することを目標とします。 

 

 As globalization continues, the status of English as an international common language is currently increasing. With this in mind, 

we aim to consider again what English is, from the perspective of intercultural communication. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

授業では特に、英語を相対化して捉えることに焦点をあて、ヴァリエーションという観点から分析を深めます。大別して、①さまざ

まな英語の成立の歴史的視点、②社会的属性による社会言語学的視点、③相互行為としての言語実践の視点から、できるだけ

豊富な具体例を挙げて考察します。最後に、履修者の専門に引きつけて、英語のヴァリエーションとの連関でプレゼンテーション

を行ってもらうことによって、さらなる理解を深めます。 

 

In class we will specifically focus on relativizing English and grasping what it is in order to carry out deeper analysis from the 

standpoint of variation. The general categories we will cover are, 1. the formation of various types of English from a historical 

perspective, 2. a sociolinguistic perspective due to social attributes, and 3. interaction from the perspective of language practice. 

The most useful examples possible will be selected and studied. Lastly, students will further develop their understanding by 

drawing on their specializations and giving presentations on the connections to English variation. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Introduction なぜヴァリエーションを問うのか 

2. ヴァリエーションへのアプローチ 

3. 英語の成り立ちとヴァリエーション(1) 母語英語 

4. 英語の成り立ちとヴァリエーション(2) 世界諸英語 

5. 社会的属性(1) 地域・階層 

6. 社会的属性(2) ジェンダー・民族的背景 

7. 相互行為のヴァリエーション(1)  言語文化差 

8. 相互行為のヴァリエーション(2) 談話のジャンル差 

9. 相互行為のヴァリエーション(3) 個人差 

10. 事例研究(1) 

11. 事例研究(2) 

12. 研究発表(1) 

13. 研究発表(2) 

14. 最終テスト 

 

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

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（ 

リアクション・ペーパー(40%)/ディスカッション(30%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 平賀正子、2016、『ベーシック新しい英語学概論』、ひつじ書房 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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Blackboard を活用。 

 

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。 

 

The goal of this seminar is to review the fundamental knowledge of linguistics, and to create and reinforce the foundation for 

furthering understanding of content introduced in master‟s program classes at this university. 

 

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枞組みの中に生まれ，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。 

 

How has linguistics evolved from its origination as a budding field of study within the framework of semiotics in the early 20th 

century into the comprehensive study that defines that framework? How has the advent of linguistics changed (or not changed) 

the system of knowledge of traditional human science cultivated in the Western world? In addition, how does linguistics currently 

fit into the system of knowledge of contemporary human science? Students will tackle problems of this nature as they consider 

the relationships between linguistics and various, closely related fields in the humanities and social sciences to gain a clearer view 

of the epistemology of linguistics. Classes are structured around students taking turns reading texts and giving reports. 

 

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)（ 
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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。 

 

1. To understand what The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is. 

2. To understand the background behind why CEFR-J was compiled and how it differs from CEFR. 

3. To understand what the European Language Portfolio is and be able to utilize it. 

4. To understand what the European Portfolio for Language Teacher Education is and be able to use it for reference purposes. 

5. To understand what a core curriculum is. 

6. To understand what the European Portfolio for Language Teacher Education is and be able to personally utilize it. 

 

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。 

 

Consolidate understanding of the basic matters of the history and attitudes that form the basis for foreign language education 

currently provided in the EU. Study how this differs from CEFR-J in Japan, understand the aims of foreign language education in 

the EU, and think about the future of English education in Japan. Develop understanding of ELP as a guide to foreign language 

studies and think about the application of this guide in Japanese classrooms. Reading through EPLTE and EPOSTLE, we will 

develop understanding of teacher training in the EU. Think about what the core curriculum that was released in recent years is and 

through comparisons with the EU give consideration to teacher training in Japan. 

 

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。 
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成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/第 1 回レポート(30%)/第 2 回レポート(30%) 

 

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枞』、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) 

Council of Europe の公式サイトには、本講義で取り上げる公式文書のみならず、それらに関連する貴重な文書がアップロードさ

れています。授業ではそれらを必要に応じて紹介し、授業中に教材として使用したり、自宅学習用の資料として使用します。 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に随時指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

CEFR＇新版（、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。ELP は各自で目を通しておくこと。 

 

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。 

 

Take an overview of recent trends in teaching Japanese as a foreign language, and understand and gain the ability to explain 

characteristics of Japanese language learners through investigations and analysis. 

 

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。 

 

Take an overview of recent trends in teaching Japanese as a foreign language, and understand and gain the ability to explain 

characteristics of Japanese language learners through investigations and analysis. Gain a clear view of characteristics of the 

Japanese used by non-native speakers of Japanese by investigating and analyzing the actual state of that Japanese. In addition, 

consider how the results of this analysis can be put into practice. 

 

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)（ 
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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) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
An introduction to bilingualism and bilingual education 

担当者名 

＇Instructor（ 
中村 ジェニス(NAKAMURA JANICE) 

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（ 

This course gives students an understanding of children's bilingual development and bilingual education. 

 

幼尐期・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（ 

We will look at bilingual acquisition and bilingual abilities of children, and consider the various forms of bilingual education for 

children who grow up with two or more languages.  

 

幼尐期ならびに学童期の子供達の言語能力と言語習得の特徴をふまえ、これらの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. Course introduction (導入) 

2. Types of bilingualism (バイリンガルの定義と分類) 

3. The measurement of bilingualism (バイリンガルの能力測定) 

4. Languages in society (社会と言語（ 

5. The early development of bilingualism (ニ言語の同時習得) 

6. The later development of bilingualism (幼尐期・学童期の第二言語習得) 

7. Bilingualism and Cognition  

(二言語使用の認知理論と教科学習１) 

8. Cognitive theories of bilingualism  and the curriculum  

(二言語使用の認知理論と教科学習２) 

9. Types of bilingual education (バイリンガル教育の形態１) 

10. Education for bilingualism and biliteracy (バイリンガル教育の形態２) 

11. The effectiveness of bilingual education (バイリンガル教育の効果検証１) 

12. Effective schools and classrooms for bilingual students   

(バイリンガル教育の効果検証２) 

13. Bilingual education in Japan (日本におけるバイリンガル教育) 

14. Summary and review (総括) 

 

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

Read the chapter covered in class each week. 

毎回の授業でカバーした章を予習・復習する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

Presentation(40%)/Response sheet(20%)/Term Paper(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. Colin Baker. 2017. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Multilingual Matters (ISBN:978-1783097203) 

授業で指示する。 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

This course will be taught bilingually in English and Japanese. 

While students are encouraged to prepare their term papers in English, term papers can also be written in Japanese. 
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授業では、英語と日本語を両方使用します。レポートは英語で書くことを推奨しますが、日本語で書くことも可能です。 

 

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．日本の英語教育ではなぜ英語が使えるようにならないのだろうか、その理由を考える 

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 

 

1. To think of the possible reasons why English education in Japan does not lead to the ability to use English. 

2. To develop understanding of task-based English teaching methodology. 

3. To understand how this differs from traditional methods such as the PPP method. 

4. To independently develop a task. 

5. To teach a lesson using the task-based English teaching methodology. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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、必ずしも目標言語を使ってコミュニケーションの

練習が効果的になされているとは言い難い。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 

 

It is undisputed by all that using the target language to actually practice communicating, is the best method for becoming able to 

communicate in one‟s target language. However, the reality of foreign language education is that communication practice in the 

target language is not always used effectively. Task Based Language Teaching (TBLT) is a teaching methodology that aims to 

resolve this issue and make communicating in the target language possible. In order for students to become able to use the TBLT 

method, this lecture teaches students the history of how TBLT started; its characteristics; its theoretical background; how it 

differs from traditional teaching methods such as PPP; what a task is; what kinds of tasks there are; how to use tasks; the aims of 

TBLT; how to teach grammar, vocabulary and communication using TBLT; how to use TBLT in universities, as well as elementary, 

junior-high and high schools. 

 

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、日本の英語教育はなぜ英語が使えるようにならないのか、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 

 



 - 117 - 

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%)/最終レポート(Final Report)(30%)/まとめのテスト(30%) 

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) 

履修者と相談の上、場合によっては参考文献で挙げたものをメインテキストとして使用することがあります 

 

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。 

 

Understand methods of effectively using Japanese language teaching methods and educational media geared toward learner 

characteristics, and gain the ability to connect them to practice. 

 

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。 

 

Classes revolve around important aspects of actual classroom situations within Japanese language education: diversity of learners, 

classroom management, the importance of teachers‟ roles, course materials and teaching methods. In particular, we will focus on 

learning and developmental disabilities that require special attention in classrooms in recent years, and understand and consider 

the theoretical backgrounds of teachers‟ attitudes and beliefs, effective teaching strategies, use of media, teaching methods and 

the like while considering how to help learners with those characteristics. 

 

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)（ 
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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. 

 

  



 - 122 - 

■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（ 
マーティン，Ｒ．(MARTIN,RON R.) 

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 

conduct observations in the community and classrooms. In addition, students will 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. Defining culture 

2. Japanese calendar, rituals, customs, systems 

3. Introduction to amae 

4. Japan as a community of practice 

5. Preschools in three cultures (DVD) 1 

6. Preschools in three cultures (DVD) 2 

7. Preschools in three cultures (DVD) 3 

8. Incorporating other cultures in Japanese society 

9. Society observations 

10. Critical incidents 

11. Classroom observations 

12. Lesson plan critique 

13. Lesson plan revision 

14. Lesson plan presentations 

 

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（ 

Reflection papers(40%)/Observations(20%)/Lesson plan critique, revision, presentation(20%)/Attendance & participation(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

Readings will be given 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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■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 teaching 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 demonstration 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. Prospective and challenges of EFL in Japanese primary schools 

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%)/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（ 

This class aims to deepen students understanding and insights regarding what it means to teach English grammar to Japanese 

learners. In particular, they will have chances to: 

1) Learn some basic historical changes in grammar teaching  

2) Learn various concepts and methods for teaching English grammar 

3) Contextualize and redefine English grammar teaching in Japan 

4) Consider how grammar can be better taught to Japanese learners 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

This class begins by looking at some major theories in and approaches to grammar teaching, The class also examines some recent 

changes in the national English curriculum in Japan and seeks ways to apply existing grammar teaching methods to the present 

Japanese context. Students will conduct two micro-teaching lessons over the semester to put their learned knowledge into 

practice. Reading assignments will be given each week to help students deepen and widen their understanding. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Introduction to the course 

2. Grammar teaching in ESL/EFL: Historical overview of changes in theory and practice (1) 

3. English grammar teaching in Japan: Historical overview 

4. Validating grammar teaching methods (1) 

5. Validating grammar teaching methods (2) 

6. Micro-teaching (1) 

7. Issues (1): Implicit or explicit 

8. Issues (2): Intensive or extensive 

9. Issues (3) : Separate or integrated 

10. Issues (4): Teacher-related issues 

11. Issues (5): Assessing grammar 

12. Micro-teaching (2) 

13. Final test 

14. Consolidation and feedback 

 

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

Assigned readings 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終テスト(Final Test)(20%)/Reading Response Journal(15%)/Reflection Paper(20%)/Micro-teaching(20%)/Class participation 

/contribution(25%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. Christian, M., Christian, D., Duff, P. A., Spada, N.. 2015. Teaching and learning English grammar. Routledge 

(ISBN:978-1-138-85693-6) 

 

参考文献＇Readings（ 

1. Odlin, T.. 1994. Perspectives on pedagogical grammar. Cambridge (ISBN:978-0-521-44990-1) 

2. Larsen-Freeman, D.. 2003. Teaching language: From grammar to grammaring. Engage (ISBN:978-0-8384-6675-9) 

3. Purpura,  J. E.. 2004. Assessing grammar. Cambridge (ISBN:978-0-521-00344-5) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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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. Vocabulary Myths 

4. Testing vocabulary knowledge 

5. Findings on lexical knowledge  

6. Vocabulary and reading 1 

Extensive vocabulary learning 

7. Vocabulary and reading 2 

Intensive vocabulary learning 

8. Vocabulary and listening & speaking 1 

9. Vocabulary and listening & speaking 2 

10. Vocabulary and writing 

11. Classroom observation video 

12. Prepare for demo lesson 

13. Demo Lesson 

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 

 

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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■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 covers topics related to learners of English, focusing specifically on Japanese contexts and Japanese learners. An 

emphasis is put on the learners' learning situations of English, rather than on policy issues. 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. Japanese learners' of English 

9. Course of Study 

10. Team teaching in Japan 

11. Native-speakerism 

12. The English language and Japanese society 

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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■VV257 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 
VV257／Teaching Practicum 

担当者名 

＇Instructor（ 
マーティン，Ｒ．(MARTIN,RON R.) 

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 aim of this course is twofold. First, students are to develop language teaching skills and the ability to development teaching 

material. Second, students are to experience the teaching of language through the teaching of English to EFL students.  

 

授業の内容＇Course Contents（ 

The course focuses on the development of practical teaching skills. Students will learn about making goals and objectives, lesson 

plans and materials, and how to self-assess the implementation of said goals, objectives, lesson plans and materials. Students will 

also learn classroom management skills as well as about actual teaching environments.  

Students are tentatively scheduled to teach in public school classrooms (i.e., off campus) for Class 6, Class 9, and Class 12 during 

the same time period as this course.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Characteristics of a 'good' teacher 

2. Teaching goals and objectives 

3. Making a lesson plan and materials 

4. Making materials 

5. Micro-teaching 

6. Teaching Practice 

7. Reflection on teaching 

8. Micro-teaching 

9. Teaching Practice 

10. Reflection on teaching 

11. Micro-teaching 

12. Teaching Practice 

13. Reflection on teaching 

14. Micro-teaching 

 

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

Additional study required outside of class will be given by the instructor.  

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

Reflection papers(20%)/Lesson plans and self evaluation(20%)/Teaching practice(40%)/Micro-teaching(10%)/Class 

participation(10%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

Readings will be given 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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■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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■VV301 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

VV301／通訳翻訳研究特殊講義Ａ 

(Seminar in Translation and Interpreting Studies A) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
通訳翻訳文化論 

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、通訳・翻訳の実践を歴史的視座から考察することを通し、異文化接触、異文化コミュニケーションとしての通訳・翻訳

の多層的実践の諸相と今後の課題について探求することを目指します。 

 

The objective of this course is to shed light on a wide range of translation and interpreting practices from a historical perspective, 

and explore their diverse and multi-layered aspects as cross-cultural contact and intercultural communication. The course will 

also discuss upcoming challenges these practices face. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

通訳・翻訳は、古代より現代に至るまで異なる言語と文化の遭遇するあらゆる場所と空間で綿々と営まれてきた実践であり、その

歩みは異文化接触の歴史であったともいえます。本講義では、世界および日本における通訳・翻訳の実践の足跡を、古代から近

世、近代、現代までの歴史的流れのなかの様々な事象と絡めて辿り、文化的・社会的実践としての通訳・翻訳の諸相を多面的に

考察するとともに、異文化コミュニケーションとしてのその課題と可能性について探求します。 

 

Translation and interpreting have been practiced from ancient times to the present in every possible place wherever different 

languages and cultures encounter. Through this course, we will trace back the history of translation and interpreting practices all 

over the world, as well as in Japan, and discuss diverse aspects of translation and interpreting as socio-cultural practice. Finally 

the course seeks to explore future directions of translation and interpreting from a perspective of intercultural communication. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 初回ガイダンス 

・授業概要 

・異文化接触としての通訳・翻訳 

2. 西洋における聖書翻訳 

3. 東洋における仏典翻訳 

4. 古代日本における通訳・翻訳 

5. 近世日本における長崎通詞 

6. 大航海時代における通訳・翻訳 

7. 日本の近代化と翻訳＇1（国民国家の形成と翻訳 

8. 日本の近代化と翻訳＇2（国語の創出と翻訳 

9. 第 1 次世界大戦とパリ講和会議 

10. 第 2 次世界大戦とニュルンベルク裁判・東京裁判 

11. 戦後日本の復興と同時通訳者たちの活躍 

12. ポスト冷戦期の紛争と通訳・翻訳 

13. 多文化多言語共生時代の通訳・翻訳 

14. まとめ：異文化コミュニケーションとしての通訳・翻訳の課題 

 

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

受講生は毎回指示された文献をよく読んで授業にのぞんでください。発表担当者は、文献の要点をまとめるとともに、ディスカッシ

ョン・スターターとして討論を活性化させる役割を担うのでその準備を入念に行うことが求められます。その他、最終研究発表につ

いては、別途授業時に指示します。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業への主体的取り組みと貢献(20%)/リアクション・ペーパー(20%)/発表(20%)/期末レポート(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

随時プリントを配布します。 

 



 - 132 - 

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:978-4-06727-5) 

2. 鳥飼玖美子・野田研一・平賀正子・小山亘＇編（、2011、『異文化コミュニケーション学への招待』、みすず書房 

(ISBN:978-4-622-07659-9) 

その他、必要に応じて、随時授業時に提示します。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

授業は一部講義形式で行う以外は、基本的に発表や討論を中心とする受講者参加型の演習形式で行います。講義および発表

には、パワーポイントを使用します。フィードバックについては、随時授業時に行います。 

 

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枞組みを習得する。 

 

The aim of this course is to learn concepts, research methods and research examples from translation and interpreting studies 

and based on your own interests develop a theoretical framework for carrying out research. 

 

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。 

 

Based on reference literature and class handouts the fundamental theories of translation and interpreting will be systematically 

introduced. Lessons will be centered around lectures and student presentations/debates, so it is expected that students will 

actively participate. As we will cover topics that students are interested in, there may be changes to the syllabus content. 

 

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 (ゲストスピーカーを招聘予定（ 

 

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. マンディ、Ｊ.、2018、『翻訳学入門』 新装版、みすず書房 (ISBN:978-4-622-08726-7) 

2. Munday, J.. 2016. Introducing Translation Studies Theories and Applications, 4th Edition. Routledge (ISBN:9781138912557) 

3. Poechhacker, F.. 2016. Introducing Interpreting Studies. Routledge (ISBN:9780415742726) 

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)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■VV305 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

VV305／通訳翻訳教育論 

(Teaching Translation and Interpreting) 

担当者名 

＇Instructor（ 
武田 珂代子(TAKEDA KAYOKO) 

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（ 

日本内外における翻訳通訳教育の歴史、主要な理論、研究、課題について理解する。 

 

To understand the evolution of translator and interpreter training as well as main concepts, research findings and issues in 

contemporary translator and interpreter education in Japan and abroad. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

翻訳通訳教育の歴史をふりかえり、世界の高等教育機関で実践されている体系的翻訳通訳教育の諸相を考察する。特に、翻訳

通訳教育の下敷きとなる理論、学生の選抜、カリキュラム、指導方法、評価などに焦点を当てる。また、日本の翻訳通訳教育の

現状に照らし、外国語教育と翻訳通訳教育の関係や日本固有と思われる翻訳者・通訳者養成の仕組みや指導法も検討する。さ

らに、学部生向け一般教育としての翻訳通訳リテラシー教育について触れる。 

 

To review the evolution of translator and interpreter training and examine various aspects of systematic translator and interpreter 

training at higher education in the world. Particular attention is paid to the underlying theories, student selection criteria, curricula, 

teaching methods and assessment issues. In light of the practice of teaching translation and interpreting in Japan, discussion is 

also aimed at the relations between translator and interpreter training and language education and at the structure and teaching 

methods unique to translator and interpreter training in Japan. Further, translation and interpreting literacy as part of the general 

education curriculum for undergraduate students is examined. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 翻訳通訳教育の歴史 

2. 体系的翻訳通訳教育のはじまり 

3. プロフェッションの社会学 

4. 「教育」と「訓練」 

5. 専門職教育の構成要素 

6. competence ベースのアプローチ 

7. expertise ベースのアプローチ 

8. 学生の選抜 

9. カリキュラム 

10. 指導法 

11. 評価 

12. 外国語教育と翻訳通訳教育 

13. 翻訳通訳リテラー教育 

14. 翻訳通訳教育の課題 

 

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（ 

授業への貢献(30%)/中間レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(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、適宜資料を配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. ジル, D 著、2012、『通訳翻訳訓練』、みすず書房 (ISBN:4622076780) 

2. マンデイ, J. 著、2009、『翻訳学入門』、みすず書房 (ISBN:4622074559) 

3. ポェヒハッカー，F. 著、2008、『通訳学入門』、みすず書房 (ISBN:4622074125) 

4. 鳥飼玖美子編著、2013、『よくわかる翻訳通訳学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623067270) 
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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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■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（ 
本村 裕美子(MOTOMURA YUMIKO) 

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（ 

Recent technological developments surrounding interpretation and translation, in particular, neural networks and artificial 

intelligence (AI) are rapidly changing and giving substantial impacts on researches and professionals in those fields.   

This course aims at equipping students with professionally oriented knowledge and experiences of technologies used by 

translators and interpreters as well as researchers. The first objective is to introduce technological and theoretical backgrounds 

to students i.e. computer-assisted translation (CAT), corpus, and machine translation so that students can understand recent 

trends and perform research as expected in the future. This encompasses also gaining fundamental knowledge on neural network, 

speech translation, and big data. The second objective is for students to learn to go through a whole process of using essential 

tools and performing review and assessment tasks as expected in the real world. This includes project management roles and 

responsibilities. These will altogether lead students to gain high-level theoretical background and experiences in using 

technologies in their translation and interpretation practices and utilizing them in their research.  

 

授業の内容＇Course Contents（ 

The first part of the course will mainly cover CAT: its historical development, practical use, and quality assurance. The second 

part will be corpus technologies: definition, features, data types, and applications. The third element is machine translation: core 

technologies, major architectures, applications, and limitations. This theme also covers controlled language, speech recognition, 

and data analyses and privacy protection. The fourth part of the course will be an actual translation project: collaboration, project 

management, and quality assurance.  

Throughout the course, students will be asked to read relevant articles, join a discussion, and complete assignments as specified. 

This course will be interactive and participative, in which students will be requested to study actively each subject and reflect 

what they learn onto their translation projects to be assigned in classes. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Introduction: course overview, assignments, individual and group projects, and grading policy.  

Technologies for interpreters and translators: scope and current status. 

2. Computer-assisted translation (CAT): introduction, history, current applications, and literature review.   

Translation project 1-1 (offline individual translation) 

3. Process of CAT-based translation: tools, features, processes, and hands-on.  

Translation project 1-2 (online individual translation) 

4. Quality assurance in CAT: review and quality assessment practices.   

Translation project 1-2 (QA) 

5. Corpus technologies: definition, features, genre, data types, and literature review.  

6. Corpus technologies: utilization and limitations (parallel translation corpus and web text corpus).  

Mock corpus design for Translation project 2 

7. Machine translation: overview, history, core technologies, major architectures, and applications.  

8. Controlled language: pre-editing and post-editing.  

9. Speech recognition and analysis: overview, history, core technologies, and applications.  

10. Big data: neural network, data analysis, and privacy protection.  

11. Collaboration and project management: project preparation, glossary, and style guides.  

12. Collaboration and project management: translator assignment, translation, feedback, and report.  

Translation project 2-1 (online collaborative translation)  

13. Collaboration and project management: quality assurance.  

14. The future direction of CAT and MT studies.  

Translation project 2-2 (online collaborative quality assurance) 

 

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

Reading assignments will be given respectively. Students will be asked to join discussions on the assigned articles. In addition, 

there will be two translation projects for students to complete: one individual translation and one collaborative translation. In these 

projects, they will translate documents, take a log of their translation process and activities, and analyze them. Furthermore, they 

will take a role of reviewers or project managers to summarize a report. These activities will be performed both off-line and online. 

Study materials will be given in class or posted on Blackboard.  
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成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

Reflection paper(20%)/Homework assignments(30%)/Translation projects(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. Hartley, T.. 2008. “Translation technology” in J. Munday (ed.) The Routledge Companion to Translation Studies. Routledge 

 

参考文献＇Readings（ 

1. Sin-wai, Chan. Routledge. The Future of Translation Technology. 2017 

2. Dash, Niladri & Selvaraj, Arulmozi. Springer. History, Features, and Typology of Language Corpora. 2018 

3. Esselink, Bert. John Benjamins Publishing. A Practical Guide to Localization. 2000 

Reading assignments will be specified in class.  

 

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) 

3. 長井鞠子、2014、『伝える極意』、集英社新書 (ISBN:9784087207279) 

 

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. 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（ 

その他／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（ 
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（ 

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 practice 1 

3. Consecutive interpreting practice 2 

4. Simultaneous interpreting practice 1 

5. Simultaneous interpreting practice 2 

6. Simultaneous interpreting practice 3 

7. Midterm test (consecutive and simultaneous interpreting) 

8. Review of the midterm test 

9. Simultaneous interpreting practice 4 

10. Simultaneous interpreting practice 5 

11. Simultaneous interpreting practice 6 

12. Simultaneous interpreting practice 7 

13. Simultaneous interpreting practice 8 

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（ 

The specific topics covered in this course will be announced on the first day. 

 

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) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

Prerequisite: Students must have successfully completed Introduction to Conference Interpreting and Conference Interpreting I, 
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with grade B or above. 

 

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 Interpreter Training Program 

担当者名 

＇Instructor（ 
松下 佳世(MATSUSHITA KAYO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

＇Credit（ 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
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。 

 

Participate in a real interpreting project and become familiar with actual work, gain understanding of workplace ethics and develop 

professional awareness specific to the job of an interpreter, by practically utilizing previously studied interpreting theory and 

interpreting skills acquired in seminars. 

 

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、立教大学における通訳・翻

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、その他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、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。 

 

This course is for students who have already taken all of the following three modules: “Introduction to Conference Interpreting”, 

“Conference Interpreting 1”, and “Conference Interpreting 2”. 

In the first lesson, we will develop understanding of the aims of practical training, and the abilities/professional awareness that 

should be acquired through practical training. Also, we will learn about Rikkyo University‟s Interpreting/Translation 

Service-learning project “RiCoLaS”, a wide variety of internships and other opportunities for gaining practical work experience. 

Based on understanding gained in the aforementioned areas, we will consider target destinations that individual students should 

aim to reach. Also, we will cover how to write a practical training report. 

During the practical training period, details of the training should be recorded including, 1. One‟s own goals, 2. Tasks toward 

achieving one's goals, 3. Actual results. At the practical training‟s interim presentation session, students will give in-class 

presentations covering details of the first half of their practical training and the outcomes. In the last lesson, in addition to giving 

final verbal presentations summarizing the whole process, students will submit their completed practical training reports. 

 

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. 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 

 



 - 146 - 

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する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

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。 

 

This is the introductory module for the Translation Professional Training Program. Students are expected to develop basic 

translation perspectives and techniques while attempting to translate many different text types, and thus considering why they 

translate in a certain way and what translation strategies are effective in different contexts. 

 

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。 

 

This course is aimed at novice learners of English to Japanese Translation. Through practical seminars students are expected to 

read and thoroughly understand the English source texts and carefully select appropriate Japanese expressions. Along with 

acquiring basic translation skills, they also learn more professional skills such as terminology management and background survey 

techniques. 

 

Materials to be covered are news, journals, and other general/specialist texts. The use of computer-assisted-translation (CAT) 

tools, glossary preparation, self and peer review will also be included in the course. 

 

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(30%)/課題(70%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 
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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。 

 

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。 

 

This course aims to develop professional-level translation skills. 

 

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。  

 

A wide variety of source texts will be assigned, mainly on group-project basis. The accuracy in message transfer and contextual 

understandings, as well as group translation skills such as terminology management and member roles will be emphasized. 

 

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(30%)/課題(70%) 

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ので、必ず出席すること。 

先修規定：「翻訳の原理と方法」を履修済みであること。 
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注意事項＇Notice（ 
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■VV313 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／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。 

 

We will develop understanding of the characteristics and limitations of subtitle translation, which is the central component in 

audiovisual translation. Via translation practice we will develop skills for producing subtitles that correspond to various situations. 

Also, while acquiring theoretical knowledge through the study of areas such as translation strategies and subtitling research 

trends, we will gain understanding of new movements in subtitling that are occurring in line with the progress of information 

technology. Through this knowledge and understanding we will consider the connection between subtitle translation theory and 

practice. 

 

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。合わせて、日本映画に付けられる英語字幕を

取り上げ、その特性について検討する。 

 

In this class, we will give an outline of subtitle translation theory and create Japanese subtitles for English movies. Firstly, having 

provided an overview of audiovisual translation and subtitle translation, as preparation for translating we will shed light on the rules 

and the process of creating subtitle translations. Next, after presenting the specific features of subtitle translation, we will 

gradually translate part of a movie, which forms our translation assignment, from the base translation into the subtitle translation. 

Also, we will discuss the classification of translation strategies and their use, along with describing ways of theoretically explaining 

one‟s own translations. Furthermore, we will cover subtitles with different content and style from movie subtitles. Also, we will 

discuss these new subtitle formats from technology and accessibility related points of view. In addition, we will cover English 

subtitles that are added to Japanese movies and consider characteristic traits that are specific to them. 

 

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。 
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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.. 2019. The Routledge handbook of audiovisual translation. Routledge (ISBN:978-1-138-85952-4) 

4. 篠原有子、2018、『映画字幕の翻訳学』、晃洋書房 (ISBN:978-4-7710-3102-9) 

 

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。 

先修規定：「翻訳演習 1」を履修し、その成績評価が B 以上であること。 

 

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 Translation Professional Training Program 

担当者名 

＇Instructor（ 
松下 佳世(MATSUSHITA KAYO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

＇Credit（ 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
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。 

 

Participate in a real translation project and become familiar with actual translation work, gain understanding of workplace ethics 

and develop professional awareness specific to the job of a translator, by practically utilizing previously studied translation theory 

and translation techniques acquired in seminars. 

 

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。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、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。  

 

This course is for students who have already taken all of the following three modules: “Principles and Methods in Translation”, 

“Translation Seminar 1”, and “Translation Seminar 2”. 

In the first lesson, we will develop understanding of the aims of practical training, and the abilities/professional awareness that 

should be acquired through practical training. Also, we will learn about Rikkyo University‟s Translation and Interpreting 

Service-learning project “RiCoLaS”, a wide variety of internships or actual work placements and opportunities for gaining practical 

work experience. Based on understanding gained in the aforementioned areas, we will consider target destinations that individual 

students should aim to reach. Also, we will cover how to write a practical training report. 

During the practical training period, details of the training should be recorded including, 1. One‟s own goals, 2. Tasks toward 

achieving one's goals, 3. Actual results. At the practical training‟s interim presentation session, students will give in-class 

presentations covering details of the first half of their practical training and the outcomes. In the last lesson, in addition to giving 

final verbal presentations summarizing the whole process, students will submit their completed practical training reports (or 

portfolios).  

 

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 
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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する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 155 - 

■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（ 
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。 

 

Understand the progression of conceptual discussion on cosmopolitanism, and perceive its relationship with cultural 

cosmopolitanism in intercultural communication research. 

 

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。 

 

To date, the conceptual discussion of cosmopolitanism has occurred in political, ethical and cultural contexts. First, we will 

observe the progression of the discussion of cosmopolitanism dating back to Ancient Greece, and then we will consider the 

discussion of cultural cosmopolitanism that started in sociology, cultural anthropology, cultural studies, ethics and other 

disciplines in and after the 1990s, together with related concepts. Building on that foundation, we will examine several theories and 

concepts of intercultural communication research from a cosmopolitan perspective. Classes are structured around student 

presentations and discussions. 

 

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（。 

 



 - 156 - 

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（ 
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■VV402 

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。 

 

Students will learn to view the communication that exists here and now as not only the solution to problems in modern society, but 

also as the cause, and develop the intellect to discuss modern society analytically and critically from the perspective of 

communication research. 

 

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枞組みを使い、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。 

 

In this module we will read basic literature covering Communication Theory/Practice, and use the intellectual framework gained 

through reading to undertake a task both inside and outside the classroom consisting of analyzing interpersonal communication 

that actually exists here and now. More specifically, many processes involve communication such as relationship-building, 

persuasion, emotion, identity formation, compulsion, mass manipulation/instigation. I hope to think together with students about 

the form of communication these processes take and their context/circumstances, or even the speaker‟s apparent worldly desires. 

The specific effect that communication has on society is another topic for discussion. 

 

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. 期末レポート口頭発表 

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（ 
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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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■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枞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。 

 

Systematically learn theoretical frameworks associated with the research area of Intercultural Communication and develop deeper 

understanding of qualitative research approaches that are based on these frameworks. 

 

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, 概念や理論的枞組み,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。 

 

Through tracing the line of theory intimately related to communication research, while looking at links between elements such as 

concepts, theoretical frameworks and perspectives, we will outline many practices that are in keeping with these elements. 

Specifically, we will read studies covering various flows of knowledge (interpretive lines, critical lines, various later schools of 

thought, etc.) and deepen our understanding of these areas through debate. 

 

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」の内容をもとに授業を進めるため、これ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。 

 

The aim of this class is for students to deepen their understanding by analyzing and considering various aspects of intercultural 

communication in organizations (discourse). Students will learn the concepts for analyzing intercultural communication that arises 

within organizations and aim to use these concepts appropriately to analyze and consider specific communicative situations. 

 

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。 

 

In this class, with globalization as a backdrop, we will deal with various relevant studies to analyze and consider communication in 

organizations containing a mixed variety of different cultures. Students will learn the various perspectives for analyzing and 

studying the intercultural communication that occurs in organizations (organizational research, intercultural communication 

research, semiotics, discourse analysis, conversation analysis, pragmatics, linguistic anthropology, narratology, etc.) and using 

these perspectives analyze and study organizational communication. The organizations we deal with in this class are mainly 

companies, however, organizations such as nursery schools, schools, hospitals, nursing homes, not-for-profit organizations, and 

neighborhood community associations are all included in this category, and we will also cover analysis of intercultural 

communication arising in these organizations. 

 

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%) 
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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 

(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（ 

この科目の目標は、クリティカルな「言語力」の養成を図ることにある。 

 

The goal of this course is to develop students' critical "language skills." 

 

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に焦点を当てながら、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。 

 

In this course students will learn how to conduct a critical analysis of rhetoric (or the art of public persuasion) from 

communication studies perspectives. By examining how rhetoric intersects, among others, with politics, media, history, narrative, 

and ideology, students will explore how language function as a medium that influences themselves, others, and the society at large. 

They will also develop insights into understanding the characteristics of language use as the exercise of power.  

 

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？レトリック研究は？ 

2. クリティカル・アナリシスとは何か？ 

3. テーマ設定とクリティカル・メソッド＇１（ 

4. クリティカル・メソッド＇２（ 

5. 中間レポートのテーマ報告 

6. 分析の方法：事例分析 

7. 中間レポート提出と討論 

8. メディアとカルチュラル・スタディーズ 

9. 批判的カルチュラル・スタディーズ 

10. イデオロギー分析 

11. レトリックへのコミュニケーション論的アプローチ 

12. 最終レポートのテーマ報告 

13. レトリックへの議論学的アプローチ 

14. 最終レポート提出と討論 

 

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

予習として、各テーマについて要点や疑問点をまとめておく。復習としては、配布資料を読み直したり、授業での説明や討論を反

芻して次の授業テーマとの関連性や質問事項を整理する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席及び授業への参加度(50%)/中間レポート(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 鈴木健・岡部朗一編、2008、『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 

 

参考文献＇Readings（ 

1. Borchers, T.. 2006. An introduction: Rhetorical theory. Thomson Wadsworth 

2. Boykoff, J.. 2013. Celebration capitalism and the Olympic games. Routledge 

3. Van Eemeren, Grootendorst, R., & F. H. & Henkemans, A. F. S.. 2010. Argumentation: Analysis, evaluation, presentation. 

Rougledge 

4. Sillars, M. O. & Gronbeck, B. E.. 2001. Communication criticism: Rhetoric, social codes, cultural studies. Waveland 

5. Storey, J.. 2018. Cultural theory and popular culture. Routledge 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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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。 

 

The purpose of this class is to understand the various theories involved in communication and education/learning, and also issues 

with communication in a place of learning. Students will learn how to cultivate the skills needed for through experience.  

 

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。 

 

Students will understand the relationship between communication and education/learning, and also the system of how learning 

works. Then in addition to building the necessary intellectual background for thinking up ways of communicating in a place of 

learning, we will use examples of methods of experiential learning. In the first half of this lecture series the aim is to learn how to 

conduct good interviews. Then once students have learned concepts that can be utilized in interviews, they will actually plan and 

carry out interviews. In the second half, students will experiment with intercultural communication training exercises as a way to 

learn how communication works.  And then, students will develop their own activity and present it in class.  

 

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。 
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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（ 
小谷 真理子(KOTANI MARIKO) 

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（ 

コミュニケーション理論のいくつかに焦点を当て、＇１（それぞれの考え方や前提、概念などを理解し、また＇２（その理論が身の回

りや社会で現在起きている現象を説明するのにどのように応用でき有効かについて考える。 

 

Focusing on several communication theories, students will 1. develop understanding of their respective perspectives, hypotheses 

and concepts, and 2. think about whether that theory is valid and how it could be applied to understanding events that are 

currently occurring around us or out in society. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

コミュニケーション現象を説明するためにこれまで数多くの理論が出されてきた。この授業では、そのうち文化とコミュニケーション

に関わる理論の中でもほんの一部に焦点を絞り、その前提や概念などを深く学んでいく。具体的には、対人コミュニケーション、

組織コミュニケーション、そして異文化コミュニケーション研究の領域における理論を取り上げる。理論を理解するだけでなく、その

理論が実際のコミュニケーション現象を説明するのにどのように応用できるかを考え討論することで、理論への理解をさらに深め

ることを目指す。 

 

Up until now many theories have been developed to explain the phenomenon of communication. In this class we will narrow down 

our focus even within theories associated with culture and communication to just one small part, and then study in depth this 

hypothesis, concept, etc. Specifically, we will cover interpersonal communication, organizational communication and theories in 

the area of intercultural communication research. The goal here is not merely to understand the theories, but by thinking and 

debating how exactly a theory could be applied to explaining the phenomenon of communication, we aim to further deepen 

understanding of the theories. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. コミュニケーション理論とは 

2. シンボリック相互作用論 １ 

3. シンボリック相互作用論 ２ 

4. 相互作用的システム論 １ 

5. 相互作用的システム論 ２ 

6. 組織コミュニケーションへの文化的アプローチ １ 

7. 組織コミュニケーションへの文化的アプローチ ２ 

8. コミュニケーション調整理論 １ 

9. コミュニケーション調整理論 ２ 

10. スピーチ・コード理論 １ 

11. スピーチ・コード理論 ２ 

12. フェイス理論 １ 

13. フェイス理論 ２ 

14. レポート発表 

 

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

英語で書かれたテキストを毎回無理のない範囲内で読み進めていく。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表およびクラスディスカッションへの貢献(60%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

初回の授業時に指示する。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. Griffin, E., Ledbetter, A., & Sparks, G.. 2015. A First Look at Communication Theory (International Ed.). McGraw Hill 

(ISBN:978-9814577168) 
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2. Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G.. 2016. Theories of Human Communication. Waveland (ISBN:978-1478634058) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

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。   

 

The goal of this course is to develop understanding of the theories needed to build a sustainable society and the background 

behind the theories.   

 

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。   

 

Keeping in mind the premise that present-day society is in “the era of uncertainty”, in considering sustainability in society, we will 

focus on “The relationship between food and the environment in the age of globalization“. Along with developing understanding of 

the relationships between various groups of problems, we will learn the theoretical background targeted at a solution to these 

problems. Understand these groups of issues as if they are your own problems and trial activities targeted at solving the problems.   

 

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. Dancing the Mushroom Forest   

4. Sorting out commodities: How capitalist value is made through gifts   

5. Discussion I 

6. Unruly Edges: Mushrooms as Companion Species for Donna Haraway   

7. On Nonscalability: The Living World Is Not Amenable to Precision-Nested Scales   

8. Arts of Inclusion, or How to Love a Mushroom   

9. Worlding the Matsutake Diaspora: Or, Can Actor–Network Theory Experiment With Holism   

10. Discussion II 

11. In the midst of disturbance: symbiosis, coordination, history, Landscape 

12. Beyond economic and ecological Standardization. The Australian Journal of Anthropology   

13. Diverging Understandings of Forest Management in Matsutake Science   

14. Discussion III 

 

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(30%)/発表(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

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): 
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21–43. 

(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.  

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

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（ 
民族誌から読み解く環境変動 

担当者名 

＇Instructor（ 
阿部 朊恒(ABE TOMOHISA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

＇Credit（ 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICC6440 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

人類による活動は、もはや地球の地質学的な様相をも変容させるまでに増大している。自然環境と人類社会の調和を維持保とう

とする試みは半世紀以上にわたって絶え間なく続けられてきたが、なお両者のあるべき関係に答えは見出されていない。この授

業では、人為的な環境の変化をめぐるさまざまな争議を扱う民族誌をもとに、受講者があるべき社会像をあらためて問い直し、21

世紀の世界に生じている具体的な出来事にもとづいてその妥当性を考えられるようになることを目標とする。 

 

Human activities have increased to the extent that they have even transformed the world‟s geological characteristics. Although 

efforts to preserve and maintain harmony between the natural environment and human society have continued relentlessly for 

over half a century, still no answer to how the relationship should be between the two parties has been found. In this class, based 

on the ethnography that deals with the many disputes surrounding human-induced environmental change, the aim is for students 

to question anew views of how society should be, and become able to consider the appropriateness of these views based on 

specific things that are happening globally in the 21st century. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

Thomas H. Eriksen と Astrid B. Stensrud の編集による Climate Capitalism and Communities: An Anthropology of Environmental 

Overheating＇2019 年 6 月出版予定（をテキストとし、受講者による逐語訳をもとに精読とディスカッションを進めていく。このテキス

トの編者は、グローバリゼーションの名のもとにローカルな生活環境や人間関係の再編成が急速に進む 21 世紀の世界を

“overheated world”として概念化しており、そこで新たに生じる今日的な課題へと民族誌的アプローチから取り組む研究に従事し

ている。この授業では、その一環として環境変動に焦点化して編まれた論集の輪読と議論を通じ、今日の世界で生じている具体

的な出来事に立脚して環境をめぐる諸問題について考えていく。なお、指定テキストは本シラバス執筆時において未刊行である

ため、下記授業計画では章ごとのタイトルを明記せず、おおまかな進行のみの紹介に留めることを承知おきいただきたい。 

 

Using the textbook, Climate Capitalism and Communities: An Anthropology of Environmental Overheating (scheduled for 

publication June 2019) edited by Thomas H. Eriksen and Astrid B. Stensrud, intensive reading and discussions will be carried out 

based on students‟ literal translations. This 21st century world which in the name of globalization sees rapid reorganization of the 

local environments in which people live, and the relationships they have, is conceptualized by the authors of this textbook as an 

“overheated world”. The editors are working on research that tackles newly occurring contemporary issues using an ethnographic 

approach. As part of the above, in this class students will think about the various issues surrounding the environment by reading in 

turns a series of essays written with a focus on environmental change and through taking one‟s own stand in discussions on 

specific things that are happening in the world today. Moreover, at the time of writing this syllabus the designated textbook is 

yet-to-be published. Therefore, please be aware that in the lesson plan below, chapter titles are not specified and only a rough 

introduction of proceedings is provided. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. イントロダクション講義および担当章決定 

3. 導入部輪読① 

4. 第一章輪読① 

5. 第一章輪読② 

6. 第二章輪読① 

7. 第二章輪読② 

8. 第三章輪読① 

9. 第三章輪読② 

10. 第四章輪読① 

11. 第四章輪読② 

12. 第五章輪読① 

13. 第五章輪読② 

14. 結論部輪読および授業の総括 
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授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（ 

担当章は逐語訳を作成すること。学術書の逐語訳の作成は多大な時間を要する作業なので、準備にはしっかりと計画を立てて

あたってもらいたい。自分が担当しない部分についても、事前によく読み込んで授業に参加してほしい。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(30%)/授業への参加態度(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. Eriksen, Thomas Hylland. and Stensrud, Astrid B. (eds.). Pluto Press. Climate Capitalism and Communities: An Anthropology of 

Environmental Overheating. 2019＇in publish（ (ISBN:978-0745339504) 

 

参考文献＇Readings（ 

1. Eriksen, Thomas Hylland.. 2016. Overheating: An Anthropology of Accelerated Change (English Edition). Pluto Press (ISBN:ISBN 

978-0-7453-3634-3.) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

なし 

 

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。 

 

Many of cultural representations such as literature or film which are made from cultural contact or cultural hybridity can be 

observed in the globalized world. In this course we will learn to analyze these cultural products theoretically from the cultural 

studies perspectives. 

 

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。 

 

Based on theories such as orientalism, ethnicity, gender, and sexuality we will interpret and discuss the transformation of culture, 

which is influenced by the transfer of people and capital across borders, and also cultural representation generated by cultural 

contact; such as the representation of the “Others”.  

 

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)（ 
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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、現代人類学についての理解を深める。 

 

This seminar teaches students what kind of academic pursuit cultural anthropology is. In addition, students will investigate various 

topics in succession to learn the importance of using humanity as a standard for thinking about various matters. 

 

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。 

 

This seminar offers an overview of cultural anthropology and the investigative research methods of fieldwork and ethnography 

distinct to it in light of doctrinal history. Armed with that knowledge, students will consider specific topics such as family and 

matrimony, sexuality and gender, economics, ceremony, and animism, sorcery and shamanism from the perspective of cultural 

anthropology. 

 

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)（ 
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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。 

 

Read and consider excerpts from important theories in order to discuss the interaction of cultures and languages, the 

phenomenon of intermixing, and intercultural expression brought about by globalization from a viewpoint of cultural studies. Gain 

the ability to critically consider various theories while accounting for their backgrounds and other factors, and investigate the 

possibilities of applying this skill to individual research themes. 

 

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。 

 

Read and discuss academic papers that focus on orientalism, nations, colonialism, imperialism, gender, ethnicity and other issues 

in the cultural transformation, interaction and intercultural expression brought about by movement that exceeds the limits of 

humans and capital. 

 

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。 
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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。 

 

The first step toward considering peace in Asia is examining the failure of peace: the origin of war. This seminar presents an 

ideological and historical consideration of war, and examines methods of peacefully resolving contemporary conflicts. 

 

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。 

 

We will compare failed and successful attempts at peaceful resolution of historical conflicts in light of the ideology of war, and 

examine methods of peaceful resolution to stop future conflicts from becoming wars. 

 

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) 

12. 戦争の防止：北朝鮮問題Ⅱ(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 

 

Understand approaches to the study of military conflict. 

Understand the various actors involved in building peace. 

Gain the ability to consider dilemmas of offering support and intervening in conflict zones. 

Further understanding of Japan‟s security arrangements. 

 

 

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。 

 

This seminar is a consideration of the issues of how to move from military conflict toward peace, how to reconstruct and develop 

societies destroyed by military conflict, and how the global community can cooperate toward those ends. First, the instructor will 

introduce international relations approaches to understanding military conflict, new concepts regarding post-Cold War security 

arrangements, and various actors involved in peacebuilding in conflict zones. Next, the instructor will introduce dilemmas of 

offering support and intervening in conflict zones. In the last part of the seminar, students will discuss and consider Japan‟s 

security arrangements that raised controversy last year. 

 

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。 
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参考文献＇Readings（ 

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 

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。 

 

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。 

 

Learn practical examples of peacebuilding in conflict zones. 

Consider dilemmas and support of peacebuilding in conflict zones. 

Gain the ability to consider peacebuilding in conflict zones from the perspectives of regional societies. 

 

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。 

 

In this seminar, students learn and consider specific, practical examples of peacebuilding in conflict zones. In the course of 

considerations, the instructor will teach the history of conflicts in regional societies to emphasize the importance of learning the 

perspectives of regional societies and people living through conflict. This will further students‟ understanding of the dilemmas of 

peacebuilding. In the 

final part of this seminar, students will consider through discussion how the global community should respond to the threat posed 

by the Islamic State. 

 

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 
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3. 佐川徹、2011、『暴力と歓待の民族誌』、昭和堂 

4. 末近浩太、2018、『イスラーム国主義』、岩波新書 

5. 湖中真哉他＇編（、2018、『地域研究からみた人道支援』、昭和堂 

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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■WV001 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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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■WV002 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／研究指導Ａ 

(Tutorial Session A) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
言語学・意味論・語彙論,、スペイン語学 

担当者名 

＇Instructor（ 
佐藤 邦彦(SATO KUNIHIKO) 

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（ 

言語学＇特に意味論・語彙論（もしくはスペイン語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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■WV003 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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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■WV005 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／研究指導Ａ 

(Tutorial Session A) 

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（ 

Each student selects and develops a research theme related to English language education and carries out individual research 

under the guidance of the instructor in order to fulfill the research requirements of a doctoral dissertation. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

Individual guidance is given throughout 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, then co-prepare an 

annual research plan, and provide guidance on that plan. Based upon reports by each student about their progress, plans for 

research experiments and/or data collection, and the writing and organization of their thesis, the instructor provides comments 

and guidance. For students who enrolled in April, the instructor provides guidance to support each student's progress report 

presentation to be given in September at the symposium for progress reports. For students who enroll in September, guidance will 

be given for the annual research report to be submitted in July. 

 

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 the research(70%)/Preparation for the progress report presentation (30%--students enrolled in April) / 

the preparation for the annual research report (30%--students enrolled in September)(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（ 

Students are expected to tailor their in-class activities and reports to their own research objectives. 
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■WV006 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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（ 
篠原 有子(SHINOHARA YUKO) 

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提示する。 

 

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。 

 

  



 - 191 - 

■WV009 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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、受講生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。受講生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、受講生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（ 

一人ひとりの受講生について、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（ 

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（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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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■WV018 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 

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（ 

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（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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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■WV052 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／研究指導Ｂ 

(Tutorial Session B) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
言語学・意味論・語彙論,、スペイン語学 

担当者名 

＇Instructor（ 
佐藤 邦彦(SATO KUNIHIKO) 

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（ 

言語学＇特に意味論・語彙論（もしくはスペイン語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、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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■WV053 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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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■WV055 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／研究指導Ｂ 

(Tutorial Session B) 

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（ 
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（ 

Each student selects and develops a research theme related to English language education and carries out individual research 

under the guidance of the instructor in order to fulfill the research requirements of a doctoral dissertation. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

Individual guidance is given throughout 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, then co-prepare an 

annual research plan, and provide guidance on that plan. Based upon reports by each student about their progress, plans for 

research experiments and/or data collection, and the writing and organization of their thesis, the instructor provides comments 

and guidance. For students who enrolled in April, the instructor provides guidance to support each student's annual research 

report to be submitted in January. For students who enroll in September, guidance will be given for the progress report 

presentation to be given in April at the symposium for progress reports. 

 

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 the research(70%)/Preparation for the progress report presentation (30%--students enrolled in 

September) / the preparation for the annual research report (30%--students enrolled in April)(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（ 

Students are expected to tailor their in-class activities and reports to their own research objectives. 
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■WV056 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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（ 
篠原 有子(SHINOHARA YUKO) 

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提示する。 

 

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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■WV059 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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、受講生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。受講生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、受講生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（ 

一人ひとりの受講生について、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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■WV061 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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、理論的枞組みと分析の方法、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（ 

自動登録／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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■WV068 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 

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（ 

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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■WV069 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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 

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（ 

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、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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■WV070 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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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■WV902 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／研究指導Ｃ 

(Tutorial Session C) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
言語学・意味論・語彙論,、スペイン語学 

担当者名 

＇Instructor（ 
佐藤 邦彦(SATO KUNIHIKO) 

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言語学・意味論・語彙論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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■WV903 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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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■WV905 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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 or 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（ 

Students are expected to tailor their in-class activities and reports to their own research objectives. 
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■WV906 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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（ 
篠原 有子(SHINOHARA YUKO) 

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（ 

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提示する。 

 

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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■WV909 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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、受講生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（ 

受講生の指導教員＇正（と連携をとりながら、受講生の研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講生が進めている

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、受講生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（ 

一人ひとりの受講生について、それまでの研究進捗状況を確認し、受講生の指導教員＇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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■WV911 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 

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。 

 

  



 - 232 - 

■WV912 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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。 
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■WV913 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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指導教員＇正（と連携をとりながら進められる。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（ 

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（ 

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（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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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■WV951 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 

尐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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■WV952 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／研究指導Ｄ 

(Tutorial Session D) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
意味論研究－語彙的意味論、言語論 

担当者名 

＇Instructor（ 
佐藤 邦彦(SATO KUNIHIKO) 

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（ 

言語、特に意味をめぐる諸説について、その概要と背景を理解し、現代の言語学的意味論の意義と問題点について自分で考え

ることが出来、自分自身の研究テーマと照らし合わせて理論的な思考を行うことが出来る。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

語の意味の分析・記述に関する諸説を比較検討したり、言語学以外のものも含めた言語論・意味論のいくつかの考え方を概説し、

それぞれが持つ基本的な言語観や全体に通底する問題点について考えることを通して、現代言語学の意味論がどのような基本

的観点に立ち、どのような問題点を孕んでいるかを概観し、学生各自がテーマとする具体的な対象に関して意味論的観点から考

える際にどのような問題点があるかについて討論を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 多義語の分析・記述例 １ 

3. 多義語の分析・記述例 ２ 

4. 構造主義における多パラダイム主義と基本的意味説 

5. 構造主義以前の意味論 １ 

6. 構造主義以前の意味論 ２ 

7. 構造主義的意味論 １ 

8. 構造主義的意味論 ２ 

9. 生成文法と意味論 

10. 認知意味論 １ 

11. 認知意味論 ２ 

12. 哲学における言語論・意味論 １ 

13. 哲学における言語論・意味論 ２ 

14. 総括 

 

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

自分で文献を探して読み、授業で扱うテーマと自分の研究テーマの関連性について考え、授業時に報告できるように整理するこ

と。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席および授業への参加度＇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（ 

必要に応じてプリント配付。 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に応じて随時紹介する。 

 

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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■WV953 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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枞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、それぞれの理論的枞組みで実施さ

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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■WV955 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 

The knowledge of and skills for teaching English to speakers of other languages need to be bound to the understanding of the 

psychology of language learners and intercultural approaches to language teaching. The learners of today require the ability to 

self-motivate as well as the knowledge, skills, and awareness of other cultures in order to use English with the international 

community. This course focuses on relevant theories and practices from which students can connect to their own research.  

 

授業の内容＇Course Contents（ 

What are the shared and divergent goals of policy makers, teachers, and students? What does an intercultural approach to English 

language education look like and can it satisfy the goals of all stakeholders? Furthermore, how can the psychology of each 

language learner be incorporated into English language education policy and practice? This course addresses these most pressing 

issues in the field of TESOL and outlines the way forward. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Introduction 

2. English Language Education Policy 1 

3. English Language Education Policy 2 

4. An Intercultural Approach to English Language Teaching 1 

5. An Intercultural Approach to English Language Teaching 2 

6. An Intercultural Approach to English Language Teaching 3 

7. Psychology of the Language Learner 1 

8. Psychology of the Language Learner 2 

9. Psychology of the Language Learner 3 

10. English Language Teaching & Learning: Goals 

11. English Language Teaching & Learning: Power & Motivation  

12. English Language Teaching Practice 1 

13. English Language Teaching Practice 2 

14. Summary 

 

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

Connect contents of the course to your own research interests to then find source material to use as the basis for your final 

paper. 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

Attendance/Participation ＇e.g., discussions, homework assignments（(50%)/Reports/Self-reflections(30%)/Final paper(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

None. 

 

参考文献＇Readings（ 

Provided based upon each student‟s area of interest. 

 

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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■WV956 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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（ 

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（ 

自動登録／研究指導Ｄ 

(Tutorial Session D) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
視聴覚翻訳の実践と理論研究，翻訳プロセス研究、現代社会と視聴覚翻訳 

担当者名 

＇Instructor（ 
篠原 有子(SHINOHARA YUKO) 

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（ 

翻訳通訳研究における理論および概念を視聴覚プログラムに関する翻訳実践と関連づけて検討し、受講生が自らの研究テーマ

に関する考察を深化させることによって、研究成果をまとめることを目指す。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

翻訳通訳研究の主要な理論と概念を理解したうえで、それらを批判的に考察する。多様な翻訳通訳実践と研究の新たな動向に

注目しながら、発展的に研究を進められるように助言と指導を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 視聴覚翻訳研究へのアプローチ１ 

3. 視聴覚翻訳研究へのアプローチ２ 

4. 翻訳通訳研究の主要理論１ 

5. 翻訳通訳研究の主要理論２ 

6. 翻訳通訳研究の研究方法１ 

7. 翻訳通訳研究の研究方法２ 

8. 翻訳通訳研究の理論的枞組み１ 

9. 翻訳通訳研究の理論的枞組み２ 

10. 視聴覚翻訳の実践と研究の新動向 

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. まとめ 

 

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沿った先行研究の探索、理論的枞組みについての検討、データ収集方法および分析方法の調査などを自

主的に行うこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席と授業への貢献度(50%)/授業での発表内容(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. Munday, J.. 2016. Introducing translation studies. Routledge (ISBN:9781138912557) 

2. Pochhacker, F.. 2016. Introducing interpreting studies. Routledge (ISBN:9780415742726) 

3. Pérez-Gonzalez, L. (ed). 2019. The Routledge handbook of audiovisual translation. Routledge (ISBN:9781138859524) 

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。 

 

  



 - 248 - 

■WV959 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 

翻訳通訳研究における最新のトピックと研究方法の動向を学びながら、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（ 

1. 研究の目的・意義・リサーチクエスチョンの確認 

2. 翻訳研究の動向＇トピック（ 

3. 翻訳研究の動向＇トピック（ 

4. 翻訳研究の動向＇トピック（ 

5. 翻訳研究の動向＇研究方法（ 

6. 翻訳研究の動向＇研究方法（ 

7. 通訳研究の動向＇トピック（ 

8. 通訳研究の動向＇トピック（ 

9. 通訳研究の動向＇トピック（ 

10. 通訳研究の動向＇研究方法（ 

11. 通訳研究の動向＇研究方法（ 

12. 研究発表 

13. 研究発表 

14. まとめ 

 

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

リーディングの課題をこなすとともに、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（ 

毎回の課題に照らした研究進捗状況の報告(50%)/研究発表(30%)/年間研究報告書の準備状況(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

適宜資料を配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

個別に指示・紹介する。 

 

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（ 

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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■WV960 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 

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（ 

自動登録／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（ 

多文化社会と異文化コミュニケーションに関わる主要な概念・理論的枞組みを理解し、それを研究で応用できるようにする。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

多文化社会と異文化コミュニケーションに関する研究の主要な概念・理論的枞組に関する文献を読み、それらの概念・理論を使

い多文化共生の諸課題および日常のコミュニケーションを分析するとともに、多様な人々の差異が肯定的に受け止められ、平等

な権利が認められる多文化社会をどのように構築していくべきなのかについて考えていく。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 導入 

2. 文化論 

3. イデオロギー論 

4. アイデンティティ論 

5. ナショナリズム 

6. 人種主義 

7. 交差・複合差別論 

8. 多文化主義 

9. トランスナショナリズム 

10. コスモポリタン主義 

11. ハイブリッド性 

12. ディアスポラ 

13. ポストコロニアリズム 

14. まとめ 

 

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。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（ 

初回の授業で指示する。 

 

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)（ 

提出物には必ずフィードバックを行う。 

 

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。 
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■WV962 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 

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。 

 

  



 - 252 - 

■WV963 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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。 
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■WV965 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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、理論的枞組みと分析の方法、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枞組み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枞組み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枞組み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（ 

自動登録／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（ 

自動登録／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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■WV969 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／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（ 

グローバル状況下における国家の人類学の可能性について、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（ 

政治人類学は、国家のない社会、あるいは国家のあり方が異なる社会についての事例を積み重ねることを通して、近代国家を相

対化してきた。グローバリゼーションによる国民国家の揺らぎを把握するために、これまで蓄積されてきたそれらの知見を再活用

することができるかもしれない。本講義では、このような想定に立って政治人類学の諸理論を検討し、そこからどのような「グロー

バル化時代の国家の理論」が構想可能かを検討する。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 「国家なき社会」の理論１ 

3. 「国家なき社会」の理論２ 

4. 多様な国家形態の探究１ 

5. 多様な国家形態の探究１ 

6. 国民国家論１ 

7. 国民国家論２ 

8. グローバリゼーションの理論１ 

9. グローバリゼーションの理論２ 

10. 国家と周縁の理論１ 

11. 国家と周縁の理論２ 

12. コスモポリタニズム論１ 

13. コスモポリタニズム論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)（ 

 

 

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（ 

自動登録／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。



 

  



 

 

 

 


