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■VT001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT001／異文化コミュニケーション研究１ 

(Seminar on Intercultural Communication Studies 1) 

担当者名 

（Instructor） 
武田 珂代子(TAKEDA KAYOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

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する基礎的かつ入門的な知見を得ることを目的とする。 

 

To obtain basic and introductory knowledge about intercultural communication research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「異文化コミュニケーション研究とは何か」について導入的考察を図る。具体的には、異文化コミュニケーションに関する理論や概

念、および研究方法を概観し、異文化コミュニケーション研究についての基礎的かつ入門的な知見を得ることを目指す。従来、異

文化コミュニケーションの定義は、ある意味では狭義的になされてきたが、本講義では多様な視点からより包括的な捉え方を試

みる。なお、講義計画は予定であり、具体的な日程など詳細については、第一回の授業で発表する。 

 

Students will acquire introductory knowledge of intercultural communication research. We will outline the theories, concepts and 

research methods related to intercultural communication. This class will consider multiple perspectives of intercultural 

communication research. Specific dates and details of the schedule will be provided in the first class.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全員ガイダンス（１） 

2. 全員ガイダンス（２） 

3. 異文化コミュニケーション論（１） 

4. 異文化コミュニケーション論（２） 

5. 異文化コミュニケーション論（３） 

6. 異文化コミュニケーション論（４） 

7. 異文化コミュニケーション論（５） 

8. 異文化コミュニケーション論（６） 

9. ２年次生修士論文中間発表（１） 

10. ２年次生修士論文中間発表（２） 

11. 異文化コミュニケーション論（７） 

12. 異文化コミュニケーション論（８） 

13. 春学期まとめ（１） 

14. 春学期まとめ（２） 

 

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） 

授業内容と自分の研究を総合したレポート(70%)/授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて、教室で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて、教室で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

系統的履修 

異文化コミュニケーション研究の基礎となる科目のため、原則として１年次に履修するものとする。 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 2 - 

■VT002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT002／異文化コミュニケーション研究２ 

(Seminar on Intercultural Communication Studies 2) 

担当者名 

（Instructor） 
奥野 克巳(OKUNO KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

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する基礎的かつ入門的な知見を得ることを目的とする。 

 

The purpose of this class is to get fundamental and introductory knowledge on Intercultural Communication Studies.  

 

授業の内容（Course Contents） 

「異文化コミュニケーション研究とは何か」について導入的考察を図る。具体的には，異文化コミュニケーションに関する理論や概

念、および研究方法を概観し、異文化コミュニケーション研究についての基礎的かつ入門的な知見を得ることを目指す。なお、講

義計画は予定であり、具体的な日程など詳細については、第一回の授業で発表する。 

 

This class is an introductory consideration of "What Intercultural Communication Studies is". Some theories and concepts, and 

study methods are reviewed to get basic and introductory knowledge on Intercultural Communication. Concrete schedule will be 

announced in the first lecture.       

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文執筆ガイダンス（１） 

2. 修士論文執筆ガイダンス（２） 

3. 異文化コミュニケーション研究の方法論（１） 

4. 異文化コミュニケーション研究の方法論（２） 

5. 異文化コミュニケーション研究の方法論（３） 

6. 異文化コミュニケーション研究の方法論（４） 

7. 異文化コミュニケーション研究の方法論（５） 

8. 異文化コミュニケーション研究の方法論（６） 

9. 異文化コミュニケーション研究の方法論（７） 

10. 異文化コミュニケーション研究の方法論（８） 

11. １年次生修士論文構想発表（１） 

12. １年次生修士論文構想発表（２） 

13. 秋学期のまとめ（１） 

14. 秋学期のまとめ（２） 

 

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） 

授業内容と自分の研究を総合したレポート(70%)/授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて，教室で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて，教室で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

系統的履修 

異文化コミュニケーション研究の基礎となる科目のため，原則として 1 年次に履修するものとする。 

 

注意事項（Notice） 
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■VT052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT052／特別研究１ 

(Seminar in Research 1) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

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枠組みや研究手法, 論述の仕方について学ぶこと

を目的とする。 

 

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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■VT053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT053／特別研究１ 

(Seminar in Research 1) 

担当者名 

（Instructor） 
武田 珂代子(TAKEDA KAYOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

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て、基盤となる翻訳通訳理論および研究方法論の全

体像を理解する。 

 

This course aims to provide students with a broad knowledge of the fundamental theories and research methodologies 

pertaining to translation and interpretation studies so they can work on their MA thesis projects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

いて、事例を用いて議論する。 

 

In this course, students will learn the basic theories and methodologies applicable to translation and interpreting studies and will 

review and discuss major prior works on topics relevant to student thesis projects. Students will engage in preliminary 

discussions on their translation theses, including the selection of materials, translation strategies, and methods of theoretical 

reflections. Further, the course will discuss the relations between the theory and practice of translation and interpreting. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（レポート・論文の構成、スタイルガイド） 

2. 通訳翻訳関連の修士論文・課題研究の事例 

3. 翻訳通訳理論の概要 1 

4. 翻訳通訳理論の概要 2 

5. 翻訳通訳研究の方法論 1 

6. 翻訳通訳研究の方法論 2 

7. 翻訳実践と研究 1 

8. 翻訳実践と研究 2 

9. 通訳実践と研究 1 

10. 通訳実践と研究 2 

11. 文献の検索方法 

12. 学生による研究・課題計画発表 1 

13. 学生による研究・課題計画発表 2 

14. まとめ 

 

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

授業内で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

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

その他、適宜資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

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

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

(ISBN:1900650541) 

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

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



 - 5 - 

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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■VT060 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT060／特別研究１ 

(Seminar in Research 1) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 亘(KOYAMA WATARU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

This course aims to help students to clarify their research themes and methodologies, learn methods of writing academic 

papers, acquire other basic expertise 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関連科目、その他、各自の研究領域に関連する科目の履修によって得られる専門知識の習得・蓄積を前提と

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

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

執筆に向けて具体的な知識を習得していく。 

 

In this course, students will acquire further knowledge and enhance their understanding of the current state of their research on 

their chosen topics. They will closely examine their research themes and methodologies and justify their relevance to their 

research interests. Additionally, students will be required to deliver a presentation on their selected research topics and develop 

the skills of writing an academic paper. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の概要 

2. 学術論文の構成・リサーチについて（1） 

3. 学術論文の構成・リサーチについて（2） 

4. 学術論文の構成・リサーチについて（3） 

5. 研究テーマについて（1） 

6. 研究テーマについて（2） 

7. 研究テーマについて（3） 

8. 調査法について（1） 

9. 調査法について（2） 

10. 調査法について（3） 

11. 理論的枠組・分析方法について（1） 

12. 理論的枠組・分析方法について（2） 

13. 理論的枠組・分析方法について（3） 

14. まとめ 

 

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

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/報告・提出物など(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教室にて配付 

 

参考文献（Readings） 

教室にて指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なし 

 

注意事項（Notice） 
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■VT061 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT061／特別研究１ 

(Seminar in Research 1) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

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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■VT072 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT072／特別研究２ 

(Seminar in Research 2) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

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。 

 

The aim is 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. 理論的枠組み・分析方法（１） 

3. 理論的枠組み・分析方法（２） 

4. 理論的枠組み・分析方法（３） 

5. 論文執筆指導（1） 

6. 論文執筆指導（2） 

7. 論文執筆指導（3） 

8. 論文執筆指導（4） 

9. 論文執筆指導（5） 

10. 論文執筆指導（6） 

11. 論文執筆指導（7） 

12. 中間発表（１） 

13. 中間発表（２） 

14. 総括 

 

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

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/報告・提出物など(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

指導の中で,担当教員が適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VT073 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT073／特別研究２ 

(Seminar in Research 2) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

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。 

 

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

する。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。 

 

Students learn essential elements in working on their master's theses or graduate research. For master’s theses, students 

receive advice on how to find relevant literature, establish research questions and research approach, and identify theoretical 

frameworks and methods of gathering and analyzing data. For graduate research, students work on actual translations and 

prepare for theoretical analysis. Students are required to conduct a pilot project and submit a report on the findings. 

 

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。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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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■VT080 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT080／特別研究２ 

(Seminar in Research 2) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 亘(KOYAMA WATARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

Students will strive to clarify research themes and methodologies, learn methods of writing academic papers, acquire other 

basic expertise 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関連科目、その他、各自の研究領域に関連する科目の履修によって得られる専門知識の習得・蓄積を前提と

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

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

執筆に向けて具体的な知識を習得していく。 

 

In this course, students will acquire further knowledge and enhance their understanding of the current state of their research on 

their chosen topics. They will closely examine their research themes and methodologies and justify their relevance to their 

research interests. Additionally, students will be required to deliver a presentation on their selected research topics and develop 

the skills of writing an academic paper. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の概要 

2. 研究テーマについての検討（1） 

3. 研究テーマについての検討（2） 

4. 研究テーマについての検討（3） 

5. 研究テーマについての検討（4） 

6. 調査法についての検討（1） 

7. 調査法についての検討（2） 

8. 調査法についての検討（3） 

9. 調査法についての検討（4） 

10. 理論的枠組・分析方法についての検討（1） 

11. 理論的枠組・分析方法についての検討（2） 

12. 理論的枠組・分析方法についての検討（3） 

13. 理論的枠組・分析方法についての検討（4） 

14. まとめ 

 

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

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/報告・提出物など(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教室にて配付 

 

参考文献（Readings） 

教室にて指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なし 

 

注意事項（Notice） 
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■VT081 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT081／特別研究２ 

(Seminar in Research 2) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

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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■VT101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT101／異文化コミュニケーション論 

(Introduction to Intercultural Communication) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

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。 

 

To develop deeper understanding of perspectives and theories in the field 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 is an introductory course to the theories of Intercultural Communication. We will read the key literature and articles 

associated with central concepts and issues in the field of Intercultural Communication. The main objective is to deepen our 

understanding of aspects and mechanisms of  interactions between and among people from different cultures and explore the 

realities behind the scene.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. コミュニケーションについて 

3. 異文化コミュニケーションについて 

4. 言語メッセージの力(1) 

5. 言語メッセージの力(2) 

6. 非言語メッセージの力（1） 

7. 非言語メッセージの力（2） 

8. コミュニケーションとアイデンティティ（1） 

9. コミュニケーションとアイデンティティ（2） 

10. カルチャー・ショックと異文化適応(1) 

11. カルチャー・ショックと異文化適応(2) 

12. 多文化共生と多文化主義 

13. 「障がい」と「文化」とコミュニケーション 

14. まとめ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

適宜関連文献を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

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

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

3. Gudykunst.. Theorizing about intercultural communication. Sage 

4. 伊佐雅子監修、『多文化社会と異文化コミュニケーション』、三修社 

5. 八島智子・久保田真弓、『異文化コミュニケーション論』、松柏社 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■VT106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT106／言語コミュニケーション論 

(Language and 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） 
 

言語 

（Language） 
 

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枠組みの中に生まれ，それを包括するものとして定義された言語学はその後，どのよ

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

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

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

ていく。授業では主に学生によるテキストの輪読と報告をおこなう。 

 

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。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

やむを得ず休講となった場合，内容を繰り下げて補講日に補講をおこなうか，それに代わる課題を出す。 

学生の報告あるいは提出物について，口頭あるいは筆記によってコメントする。 

 

注意事項（Notice） 
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■VT111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT111／環境コミュニケーション論 

(Environmental Communication Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
政治人類学の現在 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治人類学の基本的概念および、現代におけるその課題と可能性を理解する。また、それらを用いて我々の周囲にある政治的

現象を検討できるようにする。 

 

This course aims to provide students with foundational knowledge about the main concepts of political anthropology, its 

contemporary challenges, and its possibilities to enable students to deal with the political phenomena surrounding them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化人類学の下位分野である政治人類学は、政治システムの驚くべき多様性を、世界中の事例の分析を通して示してきた。この

授業では、政治人類学の考え方の基本を理解するとともに、今日の世界を読み解くためにこの考え方をどのように活用できるか

を検討する。授業の前半では、文献の読解を通して、（「国家のない社会」、劇場国家、モラル・エコノミーなどの）基本的諸概念を

理解する。後半では、より現代的な事例を検討していく。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、政治人類学にかかわ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。 

 

Political anthropology, a subfield of cultural anthropology, has shown an astonishing diversity of political forms by exploring 

various social groups around the world. This course aims to accord students with a basic understanding of the anthropological 

approach to political life and to examine the ways in which we can use this approach toward an understanding of the 

contemporary world. The first part of the course will explore the main concepts of political anthropology (stateless society, 

theatre state, moral economy, etc.). The second segment will use ethnographic case studies to examine the application of these 

concepts to contemporary phenomena. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 国家のない社会 

3. 国家に抗する社会 

4. 劇場国家と銀河系政体 

5. パトロン・クライアント関係 

6. モラル・エコノミー 

7. アナキズム 

8. 国民国家 

9. 国家の人類学 

10. 政治人類学の課題と可能性１ 

11. 政治人類学の課題と可能性２ 

12. 政治人類学の課題と可能性３ 

13. 受講生による発表１ 

14. 受講生による発表２ 

 

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

受講生は、指定された文献を読み、事前にメモを提出する。また、授業で学んだ概念を使って事例を調べ、授業内で一度発表を

行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終発表と最終レポート(40%)/出席および授業への参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で読む文献に関しては、授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 
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授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 19 - 

■VT112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT112／通訳翻訳コミュニケーション論 

(Interpreting and Translation in Communication Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

通訳翻訳研究へのアプロ―チ 

(Approaches to translation and interpreting research) 

担当者名 

（Instructor） 
武田 珂代子(TAKEDA KAYOKO)  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To gain basic understanding of the origins and evolution of Translation and Interpreting Studies and to learn about different 

approaches to and methods in translation and interpreting research.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Starting with discussion on what translation is and what interpreting is, this course provides an overview of Translation and 

Interpreting Studies, including its origins and evolution, and key concepts and theories. Then it focuses on different approaches 

to and methods in translation and interpreting research. Students are required to give a presentation on research methods and 

submit a final report.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. What is translation? What is interpreting? 

2. Origins and evolution of Translation and Interpreting Studies 

3. Key concepts and theories 

4. Product-oriented research 

5. Process-oriented research 

6. Sociocultural approaches 

7. Historical research 

8. Research questions and hypotheses 

9. Research methods (1) 

10. Research methods (2) 

11. Research methods (3) 

12. Student presentations 

13. Student presentations 

14. Summary 

 

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

Students are expected to complete a reading assignment every week. At the end of the course, students are required to give a 

presentation on research methods and submit a final report. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Active participation in class(30%)/In-class presentation(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

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) 

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

その他、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)） 

TI@Rikkyo https://www2.rikkyo.ac.jp/web/ti-rikkyo/index.html 

Kayoko Takeda's works https://works.bepress.com/kayoko_takeda/ 

 

注意事項（Notice） 
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■VT113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT113／文化人類学 

(Cultural Anthropology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
インゴルドの人類学 

担当者名 

（Instructor） 
奥野 克巳(OKUNO KATSUMI)  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ティム・インゴルトは、生の営みのど真ん中で何かに成り続ける事の発見により、人類学を刷新しようとする。この授業では、イン

ゴルドの新著を読み、人類学とは何かを考える。 

 

Tim Ingold attempts to renew the study of anthropology through the discovery of mid-life evolution. This course will discuss the 

definition of anthropology through a reading of Ingold's latest book. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ティム・インゴルド著『人類学とは何か？』を受講生で輪読する。 

 

In this class, students will read the Japanese translation of Tim Ingold’s Anthropology.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 第 1 章 

3. 第 1 章 

4. 第 1 章 

5. 第 2 章 

6. 第 2 章 

7. 第 3 章 

8. 第 3 章 

9. 第 4 章 

10. 第 4 章 

11. 第 5 章 

12. 第 5 章 

13. 第 5 章 

14. まとめ 

 

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

毎回の授業に備えて予習をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/参加態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ティム・インゴルド、2020、『人類学とは何か』、亜紀書房 (ISBN:ISBN978-4-7505-1595-3) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VT116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT116／比較文化論 

(Comparative Culture) 

担当者名 

（Instructor） 
山口 まり子(YAMAGUCHI MARIKO)  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will read and learn about some classic theories in the philosophy of art, and consider the relationship between the 

particularities of the creator of the work and the environment in (or the conditions under) which the work is created and the 

universality that the work comes to acquire. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this class, we will read and discuss some classic theories of philosophy of art and consider various issues, e.g. the whether 

the audience should know about the author/creator; whether the intention of the author/creator should be taken into account 

by the audience in understanding his/her work (and if it should be, how much); the relationship among the creator, his/her work, 

the performer and the audience; how a work of art transcends the spatio-temporal particularities belonging to individual 

authors/creators and comes to have universality (while maintaining its own particularity). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品・作者・パフォーマー・オーディエンスの関係について（１） 

3. 作品・作者・パフォーマー・オーディエンスの関係について（２） 

4. 作品・作者・パフォーマー・オーディエンスの関係について（３） 

5. 作品・作者・パフォーマー・オーディエンスの関係について（４） 

6. 作品・作者・パフォーマー・オーディエンスの関係について（５） 

7. 作品・作者・パフォーマー・オーディエンスの関係について（６） 

8. 作品における個と普遍（１） 

9. 作品における個と普遍（２） 

10. 作品における個と普遍（３） 

11. 作品における個と普遍（４） 

12. 作品における個と普遍（５） 

13. 作品における個と普遍（６） 

14. まとめ 

 

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

授業にて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用するテキストは授業で配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VT121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT121／多文化社会論 

(Theory and Practice in Multiculturalism) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

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。 

 

In this course, students will read and reflect on excerpts from important theories and will subsequently utilize the viewpoint of 

cultural studies to discuss the interactions between cultures and languages, the phenomenon of intermixing, and intercultural 

expression brought about by globalization. Additionally, the module will help students develop the ability to critically consider 

various theories while accounting for their backgrounds and other factors, and to 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。 

 

This course aims to help students to 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 movements that exceed the limits of human beings 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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■VT126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT126／異文化語用論 

(Cross-Cultural Pragmatics) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

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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■VT146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT146／社会言語学 

(Sociolinguistics) 

担当者名 

（Instructor） 
森 聡美(MORI SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

幼少期・学童期における二言語教育の理論と研究について理解し、研究結果や現場の問題について批判的に分析できる。 

 

This course aims at providing students with profound knowledge of children's bilingual development and bilingual education, and 

requires them to critically analyze the research findings and the issues at the educational sites. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

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. 

  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入－世界の言語状況とバイリンガル教育の広まり 

2. バイリンガルの言語能力の多様性 

3. 幼少期・学童期の二言語習得とニ言語能力 

4. バイリンガル教科学習の理論 

5. バイリンガル教育の定義と形態 

6. イマ―ジョンプログラム（１） 

7. イマ―ジョンプログラム（２） 

8. 移行型バイリンガルプログラム（１） 

9. 移行型バイリンガルプログラム（２） 

10. 継承語バイリンガルプログラム（１） 

11. 継承語バイリンガルプログラム（２） 

12. 日本におけるバイリンガル教育（１） 

13. 日本におけるバイリンガル教育（２） 

14. 期末レポート発表 

 

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

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の詳細については、初回に配付されるシラバスを参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■VT201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT201／言語コミュニケーション特論 

(Education in Language Communication) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．日本の従来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、その理由を考察できる 

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．PPPなど従来の教授法と何がどう違うのかが理解できる 

４．EUの外国語教育の指針である CEFRや CEFR-J と TBLTの関係性が理解できる 

５．自らタスクを構築し、教材化し、それ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 understand the relationship between the TBLT and the CEFR, the foreign language education guideline of the EU, and 

CEFR-J. 

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ことを目指した教授法の

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、EUの CEFRや日本の CEFR-J との関連性を議論し、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における文法、語彙、コミュニケーション等の取り上げ方、小中高大における TBLTの使い方などを理

解し、実際の授業で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. 1 The Pedagogic Background to Task-Based Language Teaching 

3. 2 Cognitive-Interactionist Perspectives 

4. 3 Psycholinguistic Perspectives 

5. 4 Sociocultural Perspectives 

6. 5 Psychological Perspectives 

7. 6 Educational Perspectives 

8. 7 Task-Based Syllabus Design 

9. 8 Methodology of Task-Based Language Teaching 

10. 9 Task-Based Testing and Assessment 

11. 10 Comparative Method Studies 

12. 11 Evaluating Task-Based Language Teaching 

13. 模擬授業：自分が考案したタスクで自分なりの授業を実践する 

14. レポートの口頭発表会 

 

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。 
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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案(20%)/タスクを使った模擬授業案(20%)/レポート(60%) 

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. Rod Ellis, et al. 2019. Task-Based Language Teaching: Theory and Practice. Cambridge University Press (ISBN:978-

1108713894) 

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) 

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

65894-9) 

必要に応じて、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た講演会には参加すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■VT241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT241／認知言語学 

(Cognitive Linguistics) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

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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■VT261 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT261／談話分析 

(Discourse Analysis) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

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 course to communication studies for MA students. It aims to acquire the basic knowledge and perspectives 

required for conducting communication research by reading recent literature in Communication Studies and related fields.  

 

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 focusing primarily on communication research in the areas of Communication Studies, language education and sociology, we 

will learn major perspectives and theories/models needed to conduct communication research. We will also learn the historical 

development of Communication Studies as a  field of research and familiarize ourselves with recent trends in the field. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要、コミュニケーション研究のアプローチ、コミュニケーション研究の主要領域 

2. コミュニケーション研究の歴史  

3. コミュニケーション論の５つの系譜  

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. 「声」とコミュニケーション 

8. 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 

9. 教育コミュニケーション (instructional communication)  

10. 批判的コミュニケーション教育学 (critical communication pedagogy) 

11. Intercultural と「異文化」：異文化コミュニケーション能力・異文化対応力とは？ 

12. 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 

13. コミュニケーションのダークサイド 

14. 関係性の中のコミュニケーション「障害」、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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■VT341 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT341／言語論 

(Language and Thought) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

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枠組みを使い、実際にい

ま・ここに存在する対人コミュニケーションの分析を、授業内・外での課題という形で実践する。より具体的には、コミュニケーショ

ンの持つ「関係構築」「説得」「感動」「アイデンティティの創成」「強要」「大衆操作・煽動」といった様々な機能、またそれらのコミュ

ニケーションの「かたち」や「文脈・状況」あるいはそこに見られる発話者の「物欲」、さらにはコミュニケーションが社会にもたらす

「具体的な影響」等について、学生のみなさんと共に考えていきたい。 

 

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 (ISBN:978-4-7795-1271-1) 

 

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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■VT407 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT407／対人コミュニケーション論 

(Interpersonal Communication) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 亘(KOYAMA WATARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、ミクロ社会学や相互行為の社会言語学を始め、相互行為（コミュニケーション）と社会との関係を扱う諸学についての

理解を深めることを目的とする。 

 

The purpose of this course is to help students develop a deeper understanding of disciplines such as micro-sociology and 

sociolinguistics that deal with the interrelationships between interaction (communication) and society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、ミクロ社会学や相互行為の社会言語学を始め、相互行為と社会との関係を扱う研究分野を概観する。まず、ラボフ

系の社会言語学、ネットワーク理論、方言地理学、言語社会学、教育社会学などを概観し、社会階級、エスニシティー、ジェンダ

ー、地域、宗教、教育などの社会的な範疇・領野が、比較的マクロな水準でコミュニケーションとどのように相関するかを簡単に見

たあと、よりミクロな水準へと焦点化し、談話分析（ゴフマンやガンパーツなど）、エスノメソドロジー、会話分析、言語人類学、社会

語用論、社会心理学、ポライトネス理論など、ミクロ・レベルのコミュニケーションでの社会関係の構築などを扱う諸分野を解説す

る。 

 

This purpose of this course is to provide an overview of fields such as micro-sociology and interactional sociolinguistics that 

deal with interrelationships between interaction and society. The course will move from Labovian sociolinguistics to network 

theory, dialectology, the sociology of language, and the sociology of education, observing how social categories such as class, 

status, ethnicity, gender, regionality, religion, and education are correlated with communication on relatively macro-social levels. 

Subsequently, the course will focus on more micro-social levels and will deal with discourse analysis, ethnomethodology, 

conversation analysis, linguistic anthropology, social pragmatics, social psychology, and politeness theory. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義概要：コミュニケーションと社会 

2. 社会的相互行為の諸相 

3. ラボフ系の社会言語学：社会階級、エスニシティー、標準語、ジェンダー、言語使用 

4. 社会ネットワーク理論、方言地理学、言語社会学：地理、伝播、言語階層（ダイグロシア） 

5. 教育社会学（一）：バーンスティン 

6. 教育社会学（二）：ブルデュー 

7. ミクロ社会学（一）：ゴフマン 

8. ミクロ社会学（二）：エスノメソドロジーと会話分析 

9. 談話分析と言語人類学 

10. 社会語用論、批判的談話分析 

11. 社会心理学、代名詞の社会指標性（T / V 体系） 

12. レジスター、呼びかけ行為 

13. ポライトネス理論 

14. まとめ 

 

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

準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表など(50%)/授業参加度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教室で配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小山亘、2012、『コミュニケーション論のまなざし』、三元社 (ISBN:978-4-88303-313-3) 

2. ヤコブ・Ｌ・メイ、2005、『批判的社会語用論入門』、三元社 (ISBN:4-88303-168-3) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VT412 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT412／組織コミュニケーション論 

(Organizational Communication) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

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。   

 

This course is designed for graduate students to understand ways in which they can analyze and consider 

intercultural discourses in organizations from multiple perspectives. The students will be able to learn how to use analytic 

concepts to look into concrete intercultural discourses in organizations.  

 

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、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。 

 

This course introduces to graduate students a wide range of related research projects on oraganizational communication 

(discourse) in which multiple cultures interact with one another  due to globalization. The students will learn how to analyze 

and consider oraganizational communication (discourse) based on a variety of fields such as organizational studies, interculutral 

communication studies, semiotics, discoure analysis, conversation analysis, pragmatics, linguistic anthropology, and narrative 

studies. This course mainly deals with business organizations, but it also includes other organizations such as schools, hospitals, 

nursing homes, non-profit organizations, and residents' 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. 事例分析の発表①：分析概念を用いた事例の分析・考察 

12. 事例分析の発表②：分析概念を用いた事例の分析・考察  

13. 試験（3 択式問題：これまで学んだ概念の理解を確認します） 

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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表（事例分析）(20%)/リサーチノート(40%) 

【変更前】最終テスト(Final Test)(30%) 、最終レポート(Final Report)(40%) 、発表（事例分析）(20%) 、リサーチノート(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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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: Advances 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. Adler, N.. 2002. International dimensions of organizational behavior (4th ed.). South-Western (ISBN:978-0-324-05786-5) 

6. 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) 

その他授業にて関連文献を適宜紹介する。  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VT426 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT426／異文化間協力論 

(Intercultural Cooperation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
南北朝鮮に関わる日本のメディア報道の問題点 

担当者名 

（Instructor） 
石坂 浩一(ISHIZAKA KOICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本におけるヘイトスピーチの根源には、日本のメディアの南北朝鮮に関する報道がある。当事国メディアとのずれを検討し、そ

の問題点を考える。 

 

Hate speech in Japan is rooted in Japanese media reporting on North and South Korea. This module will examine the 

differences that may be observed between the media of the concerned countries and will deliberate on the evident problems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本のメディアが伝える南北朝鮮報道は、近年特に大きなゆがみが顕在化している。また、インターネットの世界をはじめとして、

朝鮮半島についての基礎知識を欠いた言説も拡散している。南北朝鮮のメディア状況やその報道内容を見つつ、日本の報道の

偏りがどのような問題を持っているかを具体的に検討し、参加者の発表を交えて進めていく。 

 

In recent years, the Japanese media reportage of media events of North and South Korea has been particularly distorted. 

Discourses that lack the basic knowledge of the Korean Peninsula, including the Internet world, are also spreading. Scrutinizing 

the media situation in North and South Korea and the content of Japanese reports, this course will specifically examine the bias 

issues pertaining to Japanese reporting.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 社会主義の 20 世紀を検討する 

3. 朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の政治体制 

4. 日本における北朝鮮報道 1 

5. 日本における北朝鮮報道２ 

6. 日本における北朝鮮報道３ 

7. 日韓条約と日韓関係 

8. 韓国の政治体制とメディア 

9. 日本における韓国報道１ 

10. 日本における韓国報道２ 

11. 日本における韓国報道３ 

12. 日本における朝鮮への偏見と差別の歴史 

13. 日韓・日朝関係の将来への考察 

14. まとめ 

 

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

南北朝鮮の報道や日本の報道を検討するので、朝鮮語で原文を読むことは欠かせない。参加者はハングル検定 3 級、または韓

国語能力試験 4 級程度の語学力を必須とする。また、日本の新聞についてはできる限り紙媒体を見るように心がけてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/討論への参加度(30%)/レポートなどの提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石坂浩一編、2019、『北朝鮮を知るための 55 章【第 2 版】』、明石書店 

2. 石坂浩一・福島みのり編、2014、『現代韓国を知るための 60章【第 2 版】』、明石書店 

3. 世界編集部、『ドキュメント 激動の南北朝鮮』、岩波書店 

『世界』のドキュメントは毎号読み、必要に応じてバックナンバーを参照すること。 

 

参考文献（Readings） 

 



 - 39 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 40 - 

■VT437 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT437／開発コミュニケーション論１ 

(Developmental Communication 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際社会と武力紛争 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際紛争に関する理論・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介入のディレンマを考察できるようになる 

 

In this course, students will be made to understand the 

-theories and approaches of international conflict studies 

-diverse actors involved in peace-building processes 

-dilemma of humanitarian assistance and intervention in conflict-afflicted areas 

 

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。 

まずは、国際紛争を理解するための国際関係のアプローチを学びます。そのうえで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などをします。そのうえで、冷戦後の紛争地における国際社会の今日的課

題について具体的に考察します。 

ただし、本講義は受講者の人数、関心によって、授業計画を変更する場合があります。 

 

This course will discuss the issues pertaining to the reconstruction of war-torn societies and examines the ways in which 

international society can cooperate toward this rebuilding. First, the course will introduce theories and approaches of the study 

of international relations. Next, the course will familiarize students with the security regime established during the Cold War and 

how the circumstances have changed since its end. The contents of the course may vary according to the interests and 

knowledge levels of the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. リアリズム、リベラリズム 

3. マルキシズム、コンストラクティビズム 

4. 第一次世界大戦 

5. 第二次世界大戦 

6. 冷戦期の安全保障体制１ 

7. 冷戦期の安全保障体制２ 

8. 国連 PKOを中心に 

9. 国家建設支援のディレンマ 

10. 人道的介入１ 

11. 人道的介入２ 

12. 人道支援における民軍関係 

13. テロ 

14. まとめ 

 

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

毎回の授業で指示します 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特にありません 
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参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

た本講義は受講者の人数、関心によって、授業計画を変更する場合があります。 

授業は一部参加型で行います。ディスカッションには必ず参加してください。 

出席は不定期にとります。 

 

注意事項（Notice） 
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■VT442 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT442／異文化思想論 

(Cross-Cultural Philosophies) 

担当者名 

（Instructor） 
浜崎 桂子(HAMAZAKI KEIKO)  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

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。 

 

The globalized world evidences many cultural products such as literature or film made through inter-cultural contact or cultural 

hybridity.  This course aims to help students analyze these cultural products theoretically from the cultural studies 

perspective. 

 

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, this course will interpret and discuss the transformation 

of culture, which is influenced by the transfer of people and capital across borders. It will also contemplate cultural 

representation generated by cultural contact, such as the representation of the “Other.” 

 

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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■VT471 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT471／メディアコミュニケーション論 

(Media Communication) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

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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■VT501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT501／環境文化特論 

(Environment and Culture) 

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 朋恒(ABE TOMOHISA)  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

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.) 

2. Eriksen, Thomas Hylland. and Stensrud, Astrid B. (eds.). 2019. Climate Capitalism and Communities: An Anthropology of 

Environmental Overheating. Pluto Press (ISBN:978-0745339504) 

 

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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■VT536 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT536／環境コミュニケーション特論 

(Special Lecture on Environmental Communication) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
history and drama 

担当者名 

（Instructor） 
佐竹 晶子(SATAKE AKIKO ) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This class aims to explore various ways in which history has been represented in drama. If students wish we can expand our 

view by comparing Japanese examples, but the materials we will use in class will be in English     

 

授業の内容（Course Contents） 

Since history plays over the ages reflect different trends in historiography, we will be reading academic texts about the nature 

of history as well as plays. Students will read and give a report on the assigned text followed by discussions. The emphasis will 

be placed on the accurate understanding of the language of the texts.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: the overview of the history play in English 

2. the Elizabethan history play 1 

3. the Elizabethan history play 2 

4. the Elizabethan history play 3 

5. the 20th century social history play 1 

6. the 20th century social history play 2 

7. the 20th century social history play 3 

8. the 20th century deconstructionist play 1 

9. the 20th century deconstructionist play 2 

10. the 20th century deconstructionist play 3 

11. folk history play  1 

12. folk history play 2 

13. folk history play 3 

14. summary 

 

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

To be instructed in class 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

class participation and weekly reports(60%)/final report(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VT554 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT554／開発コミュニケーション特論 

(Special Seminar on Developmental Communication) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

バングラデシュ研究から考える社会開発 

（Considering Social Development: Focusing on cases in Bangladesh） 

担当者名 

（Instructor） 
日下部 尚徳(KUSAKABE NAONORI)  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1．バングラデシュの事例をもとに社会開発の概念を説明できる 

2．途上国と呼ばれる国々における社会開発の課題を自らのテーマに沿って具体的に論じられるようになる 

3．参加型学習を通じて、自身が社会開発にどのようにかかわるべきかを考えられるようになる 

 

1.To be able to explain the concept of social development 

2.To be able to concretely discuss issues of social development in so-called developing countries 

3.To understand how to get involved with social development through participatory learning 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年、経済成長が地域の貧困削減に必ずしも結びつかないことが明らかとなり、経済開発の対概念としての社会開発への関心

が高まっています。社会開発がカバーする領域は、教育や医療、保健衛生、防災、環境など多岐にわたります。また同時に、「開

発への住民参加」、「開発における性差」、「社会的弱者」といった開発イシューとも密接な関連を有しています。 

授業では、社会開発の概念を概観した上で、バングラデシュの事例を通じて、途上国と呼ばれる国々における社会開発の課題

を、受講生とともに考えていきたいと思っています。 

 

It has been revealed in recent years that economic growth does not necessarily bring poverty reduction in the region, and as a 

counter-concept social development has attracted more attention. Social development covers various fields such as education, 

medical care, health and hygiene, disaster prevention and the environment. At the same time, it is closely linked to development 

issues such as “residents’ participation in development,” the “gender gap in development,” and “socially vulnerable people”. 

In this course, we will have an overview of the concept of social development and discuss its issues in so-called developing 

countries. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：「社会開発」とは何か 

2. 開発の主体とプロセス：誰が開発の担い手となるのか 

3. バングラデシュと社会開発 

4. 貧困の概念 

5. 貧困の背景 

6. 貧困削減に向けて 

7. 映像から考えるバングラデシュの社会開発 

8. 保健・衛生：プライマリー・ヘルス・ケアの普及と課題 

9. 母子保健：リプロダクティブ・ヘルス/ライツ 

10. HIV/エイズの流行と対策 

11. 教育開発：初等教育の普及と課題 

12. ノンフォーマル教育の在り方 

13. 社会開発と NGO 

14. 社会開発の今後 

 

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

01．授業内で指示した文献や映像資料を事前に読んでおくこと 

02．講義に関連する新聞記事のスクラップをおこなうこと 

03．授業終了時に示す課題についてレポートを作成すること 

04．次回の授業範囲を予習し、わからない用語の意味等の理解をしておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/担当報告の内容およびアクティブ・ラーニングの成果(60%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 日下部尚徳、2018、『わたし 8 歳、職業、家事使用人。 : 世界の児童労働者 1 億 5200 万人の 1 人』、合同出版 

(ISBN:9784772613620) 

2. 佐藤 仁、2016、『野蛮から生存の開発論:越境する援助のデザイン』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623076772) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VT702 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT702／ＲＷ（言語コミュニケーション２） 

(RW Fieldwork(Language Communication2)) 

担当者名 

（Instructor） 
中田 達也(NAKATA TATSUYA)  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第二言語習得（Second Language Acquisition）に影響を与える様々な要因について学び、それらを外国語教育および学習に生か

す方法について考察する。具体的には、年齢要因、バイリンガリズム、インプット、アウトプット、インターアクション、注意、気づき、

明示的および暗示的学習、訂正フィードバック、個人差要因等が第二言語習得に与える影響について理解を深める。 

 

By the end of this course, students will be able to understand key concepts and theories in second language acquisition (SLA) 

and apply research to their own teaching and learning. Specifically, students will understand how factors such as input, output, 

noticing, corrective feedback, and individual differences affect second language acquisition.  

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生による発表やクラス全体でのディスカッションを中心に授業を進める。また、学期の後半では授業で扱った内容に関連した

グループ・プロジェクトを行い、第二言語習得に関してさらに理解を深める。 

 

Through reading assignments, lectures, and group discussions, students will acquire basic principles of second language 

acquisition. Students will also be asked to participate in a number of group activities to better understand the concepts and 

theories covered in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Age effect in second language acquisition 

3. Input, output, and interaction  

4. Attention and noticing 

5. Explicit and implicit learning 

6. Corrective feedback 

7. Individual differences 

8. Social approaches to second language acquisition 

9. Bilingualism 

10. グループ・プロジェクト(1) 

11. グループ・プロジェクト(2) 

12. グループ・プロジェクト(3) 

13. グループ・プロジェクト(4) 

14. グループ・プロジェクト(5) 

 

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） 

授業での発表(30%)/グループ・プロジェクト(40%)/クラスへの貢献度などの平常点(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Brown, Steven and Jenifer Larson-Hall. 2012. Second Language Acquisition Myths: Applying Second Language Research to 

Classroom Teaching. University of Michigan Press (ISBN:978-0-472-03498-7) 

 

参考文献（Readings） 

授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VT711 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT711／ＲＷ基礎理論（言語コミュニケーション） 

(RW Theory(Language Communication)) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

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

プまたは個人で発表し、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きます。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、などが考えられます。 

 

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） 

発表担当となったグループあるいは個人は、しっかりと準備をし、発表のためのレジュメを作成して授業に臨むこと。参考文献の

ブックレビューを担当するグループあるいは個人は、その文献の書評を書いて持参すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/自分が中心となった研究グループの発表のまとめ（30 点×2回）(60%)/他のグループが扱ったテ

ーマに関する文献の書評（5 点×4 回）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

図書館に行って自分で探すこと 
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参考文献（Readings） 

参考文献は、発表グループが授業に持ち寄り、クラスで紹介し合う 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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します。 

 

国内外から外国語教育に関連した専門家を招聘して開催される講演会がある場合には、参加すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■VT714 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT714／ＲＷ基礎理論（環境コミュニケーション） 

(RW Theory(Environmental Communication)) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

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 course aims to teach students about the academic pursuits typified by cultural anthropology. In addition, students will 

investigate discrete topics in succession to learn the importance of using humanity as a standard for the cogitation of different 

issues. 

 

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 course aims to offer students an overview of cultural anthropology and apprise them of the investigative research methods 

of fieldwork and ethnography distinct to this discipline in light of its doctrinal history. Armed with this knowledge, students will 

have to reflect on specific topics such as family and matrimony, sexuality and gender, economics, ceremony, as well as 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)） 

2019 年以前の科目「VV507 グローバル文化研究特殊講義」と同じテキストを用いるが、受講生と相談の上、各回のトピックを決
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定する予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■VT731 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VT731／ＲＷ（方法論演習１） 

(RW Methodology 1) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

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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■WT203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WT203／研究指導Ａ 

(Tutorial SessionA) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、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。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行なう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 全体計画の策定（１） 

3. 全体計画の策定（２） 

4. 全体計画の策定（３） 

5. 研究テーマの検討（１） 

6. 研究テーマの検討（２） 

7. 研究テーマの絞り込み（１） 

8. 研究テーマの絞り込み（２） 

9. 先行研究の検討（１） 

10. 先行研究の検討（２） 

11. 先行研究の検討（３） 

12. 論文構成の検討 

13. 問題点についての討議 

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） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究計画書と当該学期の研究活動をもとに総合的な評価を行なう。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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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■WT204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WT204／研究指導Ａ 

(Tutorial SessionA) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化人類学、宗教人類学、環境人文学および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下

に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業の進め方 

2. それまでの研究進捗状況を確認 

3. 年次の研究計画作成に関する指導 

4. 研究の進め方に関する指導 

5. 実験や調査の方法や実施に関する指導 

6. 論文の書き方や構成に関する指導 

7. 研究発表（１） 

8. 研究発表（２） 

9. 研究発表（３） 

10. 研究発表（４） 

11. 研究発表（５） 

12. 研究発表（６） 

13. 研究発表（７） 

14. 研究発表（８） 

 

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%) 

 

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） 

 

 

  



 - 59 - 

■WT206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WT206／研究指導Ａ 

(Tutorial SessionA) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化、言語、コミュニケーションに関わる多様な問題群の中から各自が自らの研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究

を実施して、博士学位論文に繋がる研究成果を上げることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士学位論文を明確な目標として措定しながら、研究テーマの検討、先行研究の渉猟・精読、博士学位論文の構成などの検討、

および各自の研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 研究・調査方法と分析枠組み 

3. 研究・調査方法と分析枠組み 

4. 博士論文作成指導 

5. 博士論文作成指導 

6. 博士論文作成指導 

7. 博士論文作成指導 

8. 進捗状況の確認 

9. 博士論文作成指導 

10. 博士論文作成指導 

11. 博士論文作成指導 

12. 博士論文作成指導 

13. 博士論文作成指導 

14. 進捗状況の確認 

 

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

授業内または個別に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究計画書の内容(50%)/研究活動の状況報告(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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■WT208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WT208／研究指導Ａ 

(Tutorial SessionA) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

翻訳通訳研究の諸領域に関わる多様な主題の中から受講者が自らの研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を行

い、博士学位論文につながる研究成果をまとめられることを目標とする。 

 

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. オリエンテーション 

2. 研究テーマ 

3. 文献検索 

4. 研究の背景・目的・意義 

5. リサーチクエスチョン（仮説）の設定 

6. 研究倫理 

7. 研究方法１ 

8. 研究方法２ 

9. 先行研究レビュー１ 

10. 先行研究レビュー２ 

11. 論文構成 

12. スタイルガイド 

13. 進捗報告会の準備 

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(50%)/研究計画書(30%)/進捗報告会での発表準備状況(20%) 

 

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） 

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） 
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■WT253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WT253／研究指導Ｂ 

(Tutorial SessionB) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

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, 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。 

 

授業の内容（Course Contents） 

これまでの進捗状況をふまえ,個別指導を通して, 研究を遂行する上での理論及び方法論の妥当性を討議し考察を深める。適宜

助言を与えることで, 研究が計画的かつ発展的に進むよう指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 進捗状況の報告 

2. 理論的枠組みの検討（１） 

3. 理論的枠組みの検討（２） 

4. 理論的枠組みの検討（３） 

5. 方法論の検討（１） 

6. 方法論の検討（２） 

7. 方法論の検討（３） 

8. 論文の構成について（１） 

9. 論文の構成について（２） 

10. 論文執筆指導（１） 

11. 論文執筆指導（２） 

12. 論文執筆指導（３） 

13. 問題点についての検討 

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） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集, 論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

進捗報告会を踏まえた当該学期の研究活動と年間研究報告書をもとに総合的に評価を行う。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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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■WT254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WT254／研究指導Ｂ 

(Tutorial SessionB) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化人類学、宗教人類学、環境人文学および関連するトピックの中から、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下

に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じて、原則として個別指導を行う。受講者が進めている研究の報告を受けて、教員から適宜、適切なアドバイ

スやコメントを与えることを通して、受講者の研究が計画的かつ発展的に進むように指導する。合わせて、研究の進め方、論文の

書き方、調査や実験の方法やデザインなどについても、適宜、関連する先行研究や博士学位論文等の例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業の進め方 

2. それまでの研究進捗状況を確認 

3. 年次の研究計画作成に関する指導 

4. 研究の進め方に関する指導 

5. 実験や調査の方法や実施に関する指導 

6. 論文の書き方や構成に関する指導 

7. 研究発表（１） 

8. 研究発表（２） 

9. 研究発表（３） 

10. 研究発表（４） 

11. 研究発表（５） 

12. 研究発表（６） 

13. 研究発表（７） 

14. 研究発表（８） 

 

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%)/年間研究報告書(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） 
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■WT256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WT256／研究指導Ｂ 

(Tutorial SessionB) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化、言語、コミュニケーションに関わる多様な問題群の中から各自が自らの研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究

を実施して、博士学位論文に繋がる研究成果を上げることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士学位論文を明確な目標として措定しながら、研究テーマの検討、先行研究の渉猟・精読、博士学位論文の構成などの検討、

および各自の研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 研究・調査方法と分析枠組み 

3. 研究・調査方法と分析枠組み 

4. 博士論文作成指導 

5. 博士論文作成指導 

6. 博士論文作成指導 

7. 博士論文作成指導 

8. 進捗状況の確認 

9. 博士論文作成指導 

10. 博士論文作成指導 

11. 博士論文作成指導 

12. 博士論文作成指導 

13. 博士論文作成指導 

14. 進捗状況の確認 

 

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

授業内または個別に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

進捗報告会を踏まえた研究活動の状況報告(50%)/年間研究報告書の内容(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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■WT258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WT258／研究指導Ｂ 

(Tutorial SessionB) 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

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） 

1. オリエンテーション 

2. 研究進捗状況と研究計画の確認 

3. 論文の構成とスタイルガイドの確認 

4. 研究進捗状況の確認（リサーチクエスチョンと研究方法） 

5. 研究進捗状況の確認（リサーチクエスチョンと研究方法） 

6. 研究進捗状況の確認（先行文献のレビュー） 

7. 研究進捗状況の確認（先行文献のレビュー） 

8. 研究進捗状況の確認（データ収集と分析） 

9. 研究進捗状況の確認（データ収集と分析） 

10. 研究進捗状況の確認（考察） 

11. 研究進捗状況の確認（考察） 

12. 研究進捗状況の確認（考察） 

13. 学生の研究発表 

14. まとめ 

 

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

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） 



 

 

 

 


