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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ケンブリッジ・サマープログラム 

(Rikkyo-Emmanuel Summer Program) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Adaptation as Translation 

担当者名 

（Instructor） 

加藤 喜之(KATO YOSHIYUKI) 

ビルズ，Ｊ．(BILLS JOSEPH ANDREW) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
６単位(6 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2833 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期の事前指導ののち、夏休みの 2 週間に英国ケンブリッジ大学エマニュエル・カレッジにて、具体的なテーマに従ったケンブ

リッジ式の学習のなかで学ぶ。履修に際しては、約 50 万円程度の参加費用が必要となる。 

 

This course enables students to learn humanities with the staff at Emmanuel College, University of Cambridge, for two weeks 

during the summer vacation.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目は、1584 年に創立され、ケンブリッジ大学においても屈指の伝統を誇るエマニュエル・カレッジで、人文学思想の伝統と歴

史的展開、現時点の問題と未来への展望を学ぶ短期研修プログラムである。12 日間の現地講座はカレッジの専任スタッフが行

い、同じくケンブリッジで日本学を専攻する現役学生がともに受講する。 

 派遣に先立つ春学期に、エマニュエル・カレッジの教員と協同作成したカリキュラムに基づいた事前授業を行い、現地研修の素

地を築く。現地学習は、講義、ケンブリッジ方式の個人指導に基づく独立学習、セミナー、グループワーク、共同執筆論文の提出

により組み立てられる。 

 また、帰国後の秋学期には、留学中の成果に基づいた最終発表会を行う。 

 

This course is a short-term academic program to study the tradition, current trends, and future perspectives of the humanities 

at the prestigious Emmanuel College founded in 1584 as a part of the University of Cambridge. The 12-day on-site study 

programme is supervised by the college's full-time staffs, and the programme will also be attended by the college's current 

students majoring in Japanese studies. 

 In the spring semester, students learn a preliminary programme elaborated in collaboration with faculty members of Emanuel 

College, in which they prepare for the on-site study programme. The on-site programme consists of lectures, independent 

learning based on Cambridge-style tutoring, seminars, group work, and the submission of academic papers.  

 In the fall semester after returning to Japan, the participants will do presentations based on their learning experience in 

Cambridge. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 事前授業 (1) 

3. 事前授業 (2) 

4. 事前授業 (3) 

5. 事前授業 (4) 

6. 事前授業 (5) 

7. 事前授業 (6) 

8. 事前授業 (7) 

9. 事前授業 (8) 

10. 事前授業 (9) 

11. 事前授業 (10) 

12. 事前授業 (11) 

13. 事前授業 (12) 

14. 事前授業 (13) 

15. 出発 

16. 現地授業 (1) 

17. 現地授業 (2) 

18. 現地授業 (3) 

19. 現地授業 (4) 

20. 現地授業 (5) 

21. 現地授業 (6) 



22. 現地授業 (7) 

23. 現地授業 (8) 

24. 現地授業 (9) 

25. 現地授業 (10) 

26. 帰国  

27. 事後授業 (1) 

28. 事後授業 (2) 

 

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

事前授業で毎週課されるアサインメントのほか、現地授業では特に、ケンブリッジの教育で重視される自主的な独立学修を、個人

指導教員の監督を受けつつ行うことが必須となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前授業のパフォーマンス(30%)/現地授業のパフォーマンス(50%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

本プログラムで使用するテクストについては、教員が用意し、授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は、適宜授業時に指示する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


