
第 学年１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

アジア文化特論
担当教員 -津波　高志

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
韓国の歴史・言語・文化について基本的な諸事項を講義し、今日の日韓関係を学生自ら考えることを可能にした
い。

【授業の展開計画】
第１回：講義全体の概要を説明
第２回：韓国の歴史（１）
第３回：韓国の歴史（２）
第４回：韓国の歴史（３）
第５回：韓国の言語（１）
第６回：韓国の言語（２）
第７回：韓国の言語（３）
第８回：韓国の社会構造（１）

第９回：韓国の社会構造（２）
第10回：韓国の社会構造（３）
第11回：韓国の宗教（１）
第12回：韓国の宗教（２）
第13回：韓国の宗教（３）
第14回：済州島の歴史
第15回：済州島の文化
第16回：講義全体のまとめ

【履修上の注意事項】
特になし

【評価方法】
出席とレポートで判断する。

【テキスト】
特になし

【参考文献】
特になし
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１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

英語学特論
担当教員 李　イニッド

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
This course is designed to equip prospective and in-service English language teachers with the
linguistic knowledge and skills that enable them to facilitate learning for their students and
raise their own sensitivity to issues that affect interlanguage development. 
本講義では、英語教師に必要とされる英語学の専門知識を身につけることを目標とする。受講者の希望に
応じ講義内容を変更する可能性がある。

【授業の展開計画】

Introduction イントロダクション

What is pragmatic competence? 語用能力とは

Pragmatics vs. semantics 語用論 vs. 意味論

Speech acts 発話行為

Conversational implicature 会話の含意

Illocutionary force 発話内の効力

Politeness ポライトネス

What is cross-cultural pragmatics? 異文化間語用論とは

What is interlanguage pragmatics? 中間言語語用論とは

Developmental issues (1) 語用論的能力の発達（１）

Developmental issues (2) 語用論的能力の発達（２）

Pedagogical implications (1) 外国語教育への示唆（１）

Pedagogical implications (2) 外国語教育への示唆（２）

Research proposals (1)　研究計画（１）

Research proposals (2)　研究計画（２）

【履修上の注意事項】
Students are expected to engage in extensive reading, summarize the main points of each article and 

present them in class. Class discussions, rather than lectures, will make up the bulk of our 
in-class time.
受講者は課題として与えられた文献を精読し、レジュメにまとめて授業で発表する。論文要旨や疑問点など
についてディスカッションを行う。

【評価方法】
Attendance & class participation (50%).  Term paper & oral presentation (50%).
出席率及び授業参加態度(50%)、レポート及び口頭発表(50%)により総合的に評価する。

【テキスト】
配布資料（英語・日本語）

【参考文献】
講義開始時に指示する。

Oral presentations 口頭発表



第 学年１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

英語教育学特殊研究Ⅰ
担当教員 ｸﾚｲｸﾞ　K　ｼﾞｪｲｺﾌﾞｿﾝ

対象学年 １年 開講時期 通年

単位区分 必 授業形態 演習

単位数 4

準備事項

備考

【授業のねらい】
The purpose of this course is to provide a broad introduction to graduate studies in English 
language teaching and learning and assist the students in preparing the groundwork for writing their
 thesis in their second year. This will include the writing of an outline（概要）of their thesis.

【授業の展開計画】

【履修上の注意事項】
Students should note that the class will be conducted primarily in English and all written work 

should be submitted in English.

【評価方法】
Students will be evaluated based on their attendance, participation in the seminar, written work 
submitted and ability to complete tasks on time.

【テキスト】
McKay, S.L. (2002). Teaching English as an international language. Oxford: Oxford University Press.

【参考文献】
Students should procure access to a copy of the Publication Manual of the American Psychological 
Association either by buying their own copy or locating a copy in the Graduate School Reading Room.
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２【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

英語教育学特殊研究Ⅱ
担当教員 李　イニッド

対象学年 ２年 開講時期 通年

単位区分 必 授業形態 演習

単位数 4

準備事項

備考

【授業のねらい】
This course is intended to guide students through the stages of writing their master's theses in
English language teaching and learning. Students are expected to write and revise multiple drafts,
produce a summarized version of their theses, and communicate their research in an oral
presentation. The thesis should be written in APA style and include an extensive literature review
and field-based quantitative or qualitative data collection and analysis. Students are fully

【授業の展開計画】

Introduction "

Thesis structure "

" "

" "

Literature review; 1st draft "

" Discussion & conclusion; 3rd draft

" "

" "

" "

The Study; 2nd draft "

" Abstract; Final draft

" "

" "

" Oral presentations

" "

【履修上の注意事項】
Prerequisite: 英語教育学特殊研究Ｉ

【評価方法】
Class attendance & individual conferences 50%; drafts, abstract & oral presentation 50%

【テキスト】
To be announced in class.

【参考文献】
To be announced in class.

responsible for choosing their thesis topic, research method, and undertaking the research.

Results



第 学年１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

英語教育学特論Ⅰ
担当教員 松田　節子

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
本講義では、第二言語/外国語としての英語教育についていろいろな側面から詳しく見る。講義で扱う事項は、
外国語教育の歴史、種々の外国語教授法、学習者要因、シラバス作成などである。講義は英文論文の精読を中心
に進める。

【授業の展開計画】
講義開始時に詳しいシラバスを配布する。

【履修上の注意事項】
英文論文の精読が中心となるので、専門的知識を補うために第二言語/外国語としての英語教育に関する和文論

文などを多数読む努力をして欲しい。

【評価方法】
出席、講義への貢献度、期末レポートなどから総合的に評価する。

【テキスト】
選定中

【参考文献】
適宜紹介する。



第 学年１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

英語教育学特論Ⅱ
担当教員 松田　節子

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
本講義では第二言語習得研究、とくに「教室第二言語習得研究」のこれまでの成果を基に、効果的な英語学習法
および指導法について考える。講義では、第二言語習得研究の歩み、母語獲得と第二言語習得、インプットとア
ウトプット、中間言語など、事項ごとに詳しく観る。各事項について、関連文献を批判的・分析的な視点から精
読し、それぞれの文献が示唆するところを実際の英語学習・英語指導との関連でディスカッションをすることを
通して、効果的な学習法・指導法を探る。

【授業の展開計画】
講義開始時に詳しいシラバスを配布する。

【履修上の注意事項】
前期の英語教育学特論Ⅰと同様に英文文献の精読が主となるので、専門的知識を補うために和文の関連文献を読

む努力を続けて欲しい。

【評価方法】
出席、講義への貢献度、期末レポートなどから総合的に評価する。

【テキスト】
選定中

【参考文献】
適宜紹介する。
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１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

英語論文の書き方Ⅰ
担当教員 素民喜　琢磨

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
This course will guide students through the process of writing two short academic papers in English.
Students will learn how to chose a topic, utilize and cite sources, summarize and respond to 
secondary sources, strongly state a thesis, develop supporting material, and correctly format their 
paper. In addition, students will receive guidance in how to analyze literature. In particular, 
students will learn how to consider plot, character, setting, symbolism, point of view, and theme.

【授業の展開計画】
In early classes, we will discuss some short stories and discuss possible topics for papers.  Later 
classes will focus on writing and revising a couple of short papers.

Introduction to class and methods

Overview of how to write and academic paper

Discussion of plot, character, setting, symbolism, point of view, style, and theme

Reading and discussing a short story

Writing a preliminary outline and gathering sources

Taking notes and preparing a list of sources

Reading and discussing another short story

Preparation for writing a 3-page paper on one of the short stories

Discussion of student work and working on revisions

Discussion of student work and working on revisions

Reading and discussing a short story

Reading and discussing criticism of a short story

Preparation for writing a 5-page paper on another short story

Discussion of student work and working on revisions

Discussion of student work and working on revisions

【履修上の注意事項】
Classes will be conducted entirely in English, so students should always be prepared to discuss the 

material in English.

【評価方法】
Students will be evaluated based primarily on the quality of the papers they submit. The quality of
revisions will be especially important. Short tests will also be considered. Here is how final
grades will be calculated:  short tests (10%), first paper (30%), second paper (60%).

【テキスト】
Copies of the short stories that will be discussed will be provided.

【参考文献】
1- MLA Handbook of Writers of Research Papers.  Seventh Edition.  By Joseph Gibaldi. 
2- Publication Manual of the American Psychological Association (APA).  Fifth Edition.

Final papers due
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１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

英語論文の書き方Ⅱ
担当教員 素民喜　琢磨

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
This course will guide students through the process of writing one long academic paper. Students
will learn how to chose an appropriate topic, utilize and cite sources, summarize and respond to
secondary sources, strongly state a thesis, develop supporting material, and correctly format their
paper. In addition, students will receive guidance in how to analyze literature. Each student will
be asked to choose one novel, which he or she will then thoroughly research during the semester.

【授業の展開計画】

Introduction to class, choosing novels

Gathering materials, creating a bibliography

Summarizing materials and discussing criticism

Tests on novels and discussion

Preliminary outlines and statement of objectives

Discussing criticism and preparing an annotated bibliography

Discussing criticism and preparing an annotated bibliography

Introductions and final outlines due

First five pages due

Concerning format and the Works Cited page

Papers due

Discussion and evaluation of papers

How to revise

Revision of papers

Revision of papers

【履修上の注意事項】
Classes will be conducted entirely in English, so students should always be prepared to discuss the 

material in English.

【評価方法】
Students will be evaluated based primarily on the quality of the 10-page paper that they will be
asked to write. However, short tests, class participation, preparation, note-taking, summaries,
and quality of research will also be considered. Students must attend 75% of all classes to
receive a passing grade.

【テキスト】
Students will be required to purchase the novel that they choose to research.

【参考文献】
1- MLA Handbook of Writers of Research Papers.  Seventh Edition.  By Joseph Gibaldi. 
2- Publication Manual of the American Psychological Association (APA).  Fifth Edition.

Final papers due



第 学年１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

英米演劇特論Ⅰ
担当教員 ＬＣ　教員１

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 2014年度閉講

【授業のねらい】
The purpose of this course is to make you acquire fundamental knowledge to understand and appreciate
some of the major works of world drama. We start from Greek dramatists?Sophocles and Euripides.Then 
we will pay a short visit to French Neo Classicism. The next stop will be in Norway--Ibsen  whose   
importance cannot be ignored. Now we are almost ready to attack our main objective --major works of 
British theatre--excluding Shakespeare,Wilde,Synge,Shaw,Eliot,Osborn and others will be joyfully yet

【授業の展開計画】
1st class  Introduction to drama study?Lecture and video viewing
2nd and 3rd class  Sophocles  King Oedipus
4th and 5th class  Euripides  The Trojan Women
6th and 7th class  Synge  The Playboy of the Western World
8th and 9th class  J. B. Shaw  Pygmalion
10th and 11th class  T. S. Eliot  Murder in the Cathedral
12th and 13th class  Osborn  Look Back in Anger
14th and 15th class  Samuel Beckett  Waiting for Godot

【履修上の注意事項】
None other than mutual respect and open mind.

【評価方法】
The total score of the result of the quizzes and of a final paper will decide your grade.

【テキスト】

【参考文献】
Aristotle  Poetics  (Kenkyuusha)
 F. L. Lucas  Tragedy

analytically and intelligently appreciated.

 The list of other references will be given in class.



第 学年１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

英米演劇特論Ⅱ
担当教員 ＬＣ　教員１

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 2014年度閉講

【授業のねらい】
The attention of this course will thoroughly be focused on American drama. Starting with O'Neill,   
you will enjoy reading works by Wilder, Miller, Williams, Albee and others. You are expected to come
to each class well prepared to take a summary quiz on each play. You are also expected to give an   
oral presentation on the assigned play  which should include (1)the identification of the theme of  
the play (2) analysis of principle characters (3) analysis of important incidents (4) your own expli

【授業の展開計画】
1st class  Introduction to American drama (Video and quiz on Video)
2nd and 3rd class  Eugene O’Neill  Desire under the Elms
4th and 5th class  Eugene O’Neill  Long Day’s Journey into Night
6th and 7th class  Thornton Wilder  Our Town
8th and 9th class  Arthur Miller  Death of a Salesman
10th and 11th class  Arthur Miller  The Crucible
12th and 13th class  Tennessee Williams  A Streetcar Named Desire
14th and 15 class  Edward Albee   Who’s Afraid of Virginia Woolf?

【履修上の注意事項】
None other than mutual respect and open mind.

【評価方法】
The total score of the result of the quizzes and of a final paper will decide your grade.

【テキスト】

【参考文献】
The list of reference books and articles will be given in class.

cation of the structure of the play (5) your comments on setting and lighting techniques, and so on.



第 学年１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

英米詩特論Ⅰ
担当教員 ＬＣ　教員１

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 2014年度閉講

【授業のねらい】
英米詩の歴史、時代毎の主要概念について概括し、具体的な作品の分析をしながら英米詩に対する深い理解を育
成する。人間自身を含めた世界を言語化することの重要性を特に重視するため、素材としては英米の詩篇はもち
ろんのこと古今の詩論も取り上げる。

【授業の展開計画】
1.Introduction　
2.Aristotle 　
3.Horace 　
4.Old English Poetry　
5.Middle English Poetry　
6.The Elizabethan Period
7.William Shakespeare　
8.17th Century British Poetry　　

9.The Romantic Period
10.The Victorian Age
11.Native American Poetry
12.Early American Poetry
13.18，19th Century American Poetry
14.Contemporary British Poetry
15.Contemporary American Poetry

【履修上の注意事項】
授業で取り上げたテーマについて積極的に議論することが求められる。

【評価方法】
授業貢献度20％
学期末レポート80％

【テキスト】

【参考文献】
授業のテーマごとに適宜紹介する。



第 学年１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

英米詩特論Ⅱ
担当教員 ＬＣ　教員１

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 2014年度閉講

【授業のねらい】
「英米詩特論 I」で概括した英米詩および文学全般についての基本的概念を基盤とし、関連する批評書を読みな
がら個々の詩篇の分析を実践する。取り上げる作品ごとに、その内的構造から歴史的文脈まで、様々な角度から
光をあてることによって、論理的かつ意義深い分析方法を習得させることを目的とする。

【授業の展開計画】
1.Introduction　
2.Practical Analysis of British Poetry (1)　
3.Practical Analysis of British Poetry (2)　
4.Practical Analysis of American Poetry (1)　
5.Practical Analysis of American Poetry (2)　
6.Practical Analysis of British Poetry (3)　
7.Practical Analysis of British Poetry (4)　
8.Practical Analysis of American Poetry (3)　　

9.Practical Analysis of American Poetry (4)
10.Practical Analysis of British Poetry (5)
11.Practical Analysis of British Poetry (6)
12.Practical Analysis of American Poetry (5)
13.Practical Analysis of American Poetry (6)
14.Summary & Discussion
15.Summary & Discussion

【履修上の注意事項】
授業で取り上げた作品について積極的に議論することが求められる。

【評価方法】
授業貢献度20％
学期末レポート80％

【テキスト】

【参考文献】
授業のテーマごとに適宜紹介する。



第 学年１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

英米小説特論Ⅰ
担当教員 追立　祐嗣

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
本講義は、「小説の読み方」に関する技術的な必須事項を修得することを目的とする。プロット、キャラクター
、シンボリズム等に関して、実際の作品を読むことを通して学んでいくが、その最適な手段は、短編小説の精読
であろう。そのため、本講義では、The Penguin Book of American Short Stories に収められている短編を読
むこととする。個々の受講生は、各作品ごとに、あらすじ、作品のテーマや手法、その他の問題点などをまとめ
たレジュメを作成し、講義に臨む。講義では、レジュメを基にディスカッション形式で進めていく。また、併せ

【授業の展開計画】
上記 The Penguin Book of American Short Stories に収められている短編小説を読み進む。進度は、１作品に
つき、１回または２回の講義とする。

【履修上の注意事項】
特になし。

【評価方法】
毎回発表形式の講義形態をとるので、発表や発言等、講義への参加度と、作品講読後に課すレポート等により、
総合的に判断する。

【テキスト】
The Penguin Book of American Short Stories。他、必要に応じて適宜プリント教材を用いる。

【参考文献】

て作品に関する批評を検討する。



第 学年１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

英米小説特論Ⅱ
担当教員 追立　祐嗣

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
本講義は、前期開講の「英米小説特論Ⅰ」に引き続き、「小説の読み方」に関する技術的な必須事項を修得する
ことを目的とする。講読作品としては、The Penguin Book of American Short Stories に収められている短編
及び、その他の作品を読むこととする。個々の受講生は、各作品ごとに、あらすじ、作品のテーマや手法、その
他の問題点などをまとめたレジュメを作成し、講義に臨む。講義では、レジュメを基にディスカッション形式で
進めていく。また、併せて作品に関する批評を検討する。

【授業の展開計画】
上記 The Penguin Book of American Short Stories に収められている短編小説及び、その他の作品を読み進む
。進度は、１作品につき、１回または２回の講義とする。

【履修上の注意事項】
特になし。

【評価方法】
毎回発表形式の講義形態をとるので、発表や発言等、講義への参加度と、作品講読後に課すレポート等により、
総合的に判断する。

【テキスト】
The Penguin Book of American Short Stories及びプリント教材。

【参考文献】
上記講読作品の他、適宜紹介する。



第 学年１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

英米批評特論Ⅰ
担当教員 ＬＣ　教員１

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 2014年度閉講

【授業のねらい】

【授業の展開計画】

【履修上の注意事項】

【評価方法】

【テキスト】

【参考文献】



第 学年１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

英米批評特論Ⅱ
担当教員 ＬＣ　教員１

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 2014年度閉講

【授業のねらい】

【授業の展開計画】

【履修上の注意事項】

【評価方法】

【テキスト】

【参考文献】
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１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

英米文化特論
担当教員 ｸﾚｲｸﾞ　K　ｼﾞｪｲｺﾌﾞｿﾝ

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
This course is designed to assist students in developing their skills in understanding and analyzing
 British and American culture with special consideration given to aspects of culture related to 
language and language teaching. Students will be given considerable freedom in choosing the topics 
for their research paper and encouraged to choose a topic related to their MA thesis topic.

【授業の展開計画】

Registration and Course Introduction

Defining Culture

Language and Culture

Origins of British Culture I

Origins of British Culture II

Modern British Culture I

Modern British Culture II

International Spread of British Culture

Origins of American Culture I

Origins of American Culture II

The Dominant American Culture

American Sub Cultures I

American Sub Cultures II

British and American Culture Returns Home

Individual Consultation on Research Paper

【履修上の注意事項】
Students should note that the class will be conducted "primarily" in English and that the research 

paper must be written in English.

【評価方法】
Students will be evaluated on attendance, participation, a research paper and an oral presentation.

【テキスト】
Readings provided by instructor.

【参考文献】
Students should prepare their written work in accordance with the APA Publication Manual.

Student Presentations



第 学年１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

英米文学特論
担当教員 ＬＣ　教員１

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考 2014年度閉講

【授業のねらい】
日本の英米文学・語学学科は相も変わらず、英米中心の英語圏のみを対象とするのみならず、その内容も「ヨー
ロッパ中心主義的」キャノンに偏っているのが実情である。本集中講義の目的は、そのような一方的な視点を拒
否し、公正かつ複眼的な視点によって近代・現代社会を見ていくことである。枠組みとするカリブの視点は、ヨ
ーロッパとは逆のそれであり、この目的を果たすのに最もふさわしいものの一つである。キャノンから外れ、歴
史からも抹消された「声なき人々」の声を、沖縄と言うコンテクストのなかでよみがえらせ、受講者の記憶にと

【授業の展開計画】
テキスト：『カリブ文学研究入門』（世界思想社）
【現代カリブ文学概観】
【社会･人種･アイデンティティー】
【文化とコミュニティー】
【文化と宗教】
【クレオリズムとグローカリズム】
【平和】
* なお、毎回作品を読んでいくことで、具体的にそのカリブ的コンテクストを把握していくことにする。また、

文化的背景を探るために、画像や音楽をできるだけ多用したい。

【履修上の注意事項】
できるだけ自分のコンテクストにひきつけて、一つ一つを学んでほしい。そのうえで出てくるさまざまな疑問や

意見を思い切ってどしどし質問したり発表したりしてほしい。

【評価方法】
出席、論述試験（講義最終日）の成績にて総合的に判断

【テキスト】
『カリブ文学研究入門』（世界思想社）

【参考文献】
『世界の黒人文学』(鷹書房弓プレス)　『二〇世紀アメリカ文学を学ぶ人のために』（世界思想社）
『カリブ海世界』(世界思想社)　『下からのグローバリゼーション』(新評論) 

どめ、かつそれを力として各自の内側に再収用すること、それは本講義のもうひとつの大きな目的である。

『ミュージックマガジン』（1998年8月号）



第 学年１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

言語教育実習Ⅰ
担当教員 津波　聡

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
第二言語習得理論、英語教授法に関する知識を身につけると共に、授業観察・実習を通して指導技術の向上を目
指す。

【授業の展開計画】
コース前半は講義・ディスカッション形式で理論について学習する。コース後半は授業観察・実習を行い、リポ
ートにまとめる。

【履修上の注意事項】
(1) 事前に指定の教科書を熟読する

(2) 無断欠席・遅刻をしない
(3) 授業観察・実習は共通科目英語IIの授業を活用する（英語II担当教師の都合を優先するため、時間の変更も
あり得る。）

【評価方法】
出席率、リーディングアサインメント、実習、レポート、テストを総合的に評価する。

【テキスト】
授業の中で連絡する。

【参考文献】
授業の中で連絡する。



第 学年１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

言語教育実習Ⅱ
担当教員 尚　真貴子

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
言語教育実習Ⅱの内容は、初・中・上級の日本語教科書を教材研究し指導案を作成していく。そして、教材作成
の方法や評価方法他を学んでいく。その後、模擬授業を経て、教壇に立つ。教壇実習は、本学で開講されている
留学生等のための日本語クラスや夏期日本語研修プログラムか海外で行う。その場合は、台湾の東海大学か中国
の福建師範大学、あるいはタイのパンヤーピワット経営大学で、3週間の実習を行うことになる。実習が修士論
文の内容と繋がるよう実施していく。

【授業の展開計画】
授業の展開計画 
（１）オリエンテーション（講義概要の説明等）
（２）外国語教授法の復習
（３）初級クラスの指導法及び指導案作成
（４）初級クラスの模擬授業
（５）中・上級クラス（文法）の指導法及び指導案作成
（６）中・上級クラス（読解）の指導法及び指導案作成
（７）中・上級クラス（作文）の指導法及び指導案作成

（８）中・上級クラス（聴解・会話）の指導法及び指導案作成
（９）中・上級クラス（日本/沖縄事情）の指導法及び指導案作成
（１０）中・上級クラスの模擬授業
（１１）年少者のための指導法（他府県の事例）
（１２）年少者のための指導法（沖縄県の事例）
（１３）生活者のための日本語教育（他府県の事例）
（１４）生活者のための日本語教育（沖縄県の事例）
（１５）初級実習
（１６）中・上級実習

【履修上の注意事項】
事前に日本語教育に関する文献及び資料を熟読する。課題に関して文献調査し、まとめ、必要に応じて教育現場

等を訪問し、その後発表を行う。授業観察と教壇実習は、本学で開講されている初級・中級・上級クラスで行う
か、あるいは海外実習（春期：台湾東海大学、夏期：中国福建師範大学、タイ国パンヤーピワット経営大学）を
経験する。

【評価方法】
出席率・授業への貢献度・課題への取り組み・模擬授業・教壇実習などから総合的に評価する。

【テキスト】
授業開始時に指示する。

【参考文献】
・津田塾大学言語文化研究所（2006）『第二言語学習と個別性－ことばを学ぶ一人ひとりを理解する－』春風社
・土屋千尋編著（2005）『つたえあう日本語教育実習　外国人集住地域でのこころみ』明石書店
・畑佐由紀子編（2008）『外国語としての日本語教育―多角的視野に基づく試みー』くろしお出版
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１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

言語とメディア
担当教員 兼本　敏

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
この講義は所謂マス・メディアを通した言語を取り上げるのではない。視覚、聴覚を刺激するメディアを通して
語学が学習される過程を理解し効果的な学習教材を実際に作成してもらうワークショップ型の講義となる。
  前半は既存の語学試験問題の分析を行う。後半は習得項目に適した教材を作成してもらう。教材は言語理論に
基づき作成し、その有効性を検証する。

【授業の展開計画】

オリエンテーション

世界の言語テストの紹介と分析

日本の言語テストの概要と解説

日本の言語テストの概要と解説

対照言語学と学習

日本語と英語と中国語（事例として）

日本語と英語と中国語（事例として）

e-Learning教材の紹介　既存の教材と言語学習理論の分析

e-Learning教材の紹介　既存の教材と言語学習理論の分析

プロジェクト（課題）の選定と方法論　　※以降、プロジェクト作成を開始する。

音韻に関する評価と問題作成

語順に関する評価と問題作成

語用に関する評価と問題作成

対象言語での論理性の習得について（読解と論述）

完成課題のプレゼンテーションとディスカッション

【履修上の注意事項】
e-Learning教材の作成が必須である。PCの操作方法を自習しておくこと。

作成した教材は作成者自身に帰属するので著作権に注意（他の教材からのコピーは御法度）
言語理論は講義で適宜紹介するが、自分でも積極的に読んでおくように。

【評価方法】
作成した教材の有効性が５０％
論理性と結果分析が５０％

【テキスト】
講義の初日に紹介する。
関連項目には配布による副教材

【参考文献】
講義で適宜、紹介する。

完成課題のプレゼンテーションとディスカッション



第 学年１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

社会言語学特論
担当教員 -兼本　円

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
外国語を学ぶことは懸命にその外国語学習をすることが必須条件となる。しかし、目標とするその言語が如何に
社会の中で機能しているかを知るには社会言語学を学ばないと簡単に把握できない。「どのように人は他人を評
価するか」はその他人の「ことば使い」によることが多い。さらに、人は「自分のことばをどう評価しているか
」も直感的に知ることはできない。また、「何故ある言語が他の言語より優れている、または劣っていると看做
すのか」も大きな疑問が残る。他にも問題は山積するが、この授業ではことばと社会の重層的な関係を学び、自

【授業の展開計画】
第１回　　言語と社会の関係とはどのようなものか。
第２回　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　
第３回　　日本人の日本語感、及び外国語感
第４回　　　　〃
第５回　　辞書と社会・文化
第６回　　外国語と社会、特に英語と日本社会、外国語の値段とは何か。
第７回　　　　〃
第８回　　言語と信仰・宗教の関係

第９回　　多言語社会
第10回　　クイズ１　教員のプレゼンテーション
第11回　　言語とコンテキスト
第12回　　　〃
第13回　　法律、カウンセリング、精神療法とことば
第14回　　エスペラント、手話、点字、聾者
第15回　　標準語と方言
第16回　　期末試験

【履修上の注意事項】
必ずしも言語学を専攻していなくともよいが、講義で触れる参考文献や課題として与えるものを授業以外で読む

こと。さらに、疑問があれば、積極的に講師の話の流れを止めてでもしてもらいたい。教科書を消化することが
最終目的ではなく、講義でフォーカスする社会言語学のトピックに精通することが目的であることを忘れないで
いただきたい。

【評価方法】
１．課題の提出　　
２．授業中への積極的参加（出席、発言、質問等）
３．レポート
４．期末テスト

【テキスト】
「（改訂版）社会言語学入門：生きたことばの面白さに迫る」（東　照二）

【参考文献】
授業で随時紹介します。

己をとりまく言語環境を詳しく知ってもらうことを目的としている。



第 学年１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

多文化間教育特論
担当教員 -伊佐　雅子

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
異文化背景をもつ人とのコミュニケーションに影響を与える基礎概念と理論を学ぶ。特に、言語的、心理的、社
会的要因について学び、異文化コミュニケーションに関する既存の代表的理論の考察と批評ができることを目標
とする。次に、異文化摩擦の事例研究を通じて、異文化の誤解や摩擦を超えて、多文化社会に生きる上で必須と
なる実践的な対話力・人間関係力を養成する。また、多文化共生社会に不可欠なコミュニケーション能力を育成
するための英語教育、日本語教育、国際理解教育と未来をつくる教育（ESD）のあり方についても考察する。

【授業の展開計画】
1.　多文化社会に生きるうえで、なぜ異文化コミュニケーションが必要なのか
2.　コミュニケーション、文化とは何か
3.　言語と会話スタイル
4.　非言語コミュニケーション：言葉を超えたメッセージ
5.　心理的要因（社会的認知、ステレオタイプ、カルチャーショック、偏見・差別への社会心理メカ
    ニズム）
6.　文化と価値志向（価値観）
7.  日本在住外国人の問題、帰国日本人、共文化コミュニケーション

8.  海外留学、海外赴任、海外旅行
9.  グローバル化と英語教育
10.  インターカルチュラル教育としての日本語教育：多文化共生のコミュニケーション
11.　国際理解教育
12.　未来をつくる教育（ESD）：ESDにおける共生
13.　ステレオタイプを超えて－多面的思考と発想の転換
14.  多文化社会の対話型コミュニケーション　
15.  違いを超えたコミュニケーション－シンパシーからエンパシーへ　
16.  レポート提出

【履修上の注意事項】
授業では本だけではなく、論文も読んでいきますので、予習に時間をかけてください。また、事例研究では、受

講生のみなさんはしっかり自分の頭で考え、答えを出し、出来る限り他の学生との意見交換を試みてほしい。課
題は数回ありますので、締切りは厳守してください。

【評価方法】
授業への参加度、発表、課題の提出状況とその内容によって総合的に成績を評価する。

【テキスト】
西田ひろ子編『異文化コミュニケーション入門』創元社

【参考文献】
久米昭元・長谷川典子『ケースで学ぶ異文化コミュニケーション』有斐閣
伊佐雅子（監修）『(改訂新版) 多文化社会と異文化コミュニケーション』三修社
五島敦子・関口知子『未来をつくる教育ESD－持続可能な多文化社会をめざして－』明石書店



第 学年１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

日本語学特論
担当教員 ＬＣ　教員１

対象学年 １年 開講時期 集中

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】

【授業の展開計画】

【履修上の注意事項】

【評価方法】

【テキスト】

【参考文献】
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１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

日本語教育学特殊研究Ⅰ
担当教員 大城　朋子

対象学年 １年 開講時期 通年

単位区分 必 授業形態 演習

単位数 4

準備事項

備考

【授業のねらい】
まず、日本語教育分野の先行研究について基礎的知識から専門的見識まで見識を深めていく。そして、研究計画
書に基づき、研究テーマ、目的、意義をしぼり、先行研究を読み込み、研究を進めていく上で必要となる一連の
手法を習得していく。その後、研究テーマに沿った先行研究を絞り比較検証し、調査の方法を絞り予備調査の実
施まで行う。

【授業の展開計画】

オリエンテーション（本学期の目標や講義の進め方の確認他）

日本語教育研究の基礎①

日本語教育研究の基礎②

研究目的・意義について討議し、研究テーマの確認を行い、研究計画書を作成する。

先行研究の博捜と読み込み（報告）①

先行研究の博捜と読み込み（報告）②

先行研究の博捜と読み込み（報告）③

先行研究の博捜と読み込み（報告）④

先行研究の博捜と読み込み（報告）⑤

先行研究の博捜と読み込み（報告）⑥

テーマに沿った参考文献、資料のリストの作成

研究手法の検討、必要とされる準備の把握、

予備調査のための調査票を作成する

予備調査の実施

予備調査の結果とまとめ

【履修上の注意事項】
先行研究を批判的に読んでいくこと、そして、設定したテーマとの関連性を見極め独自の見解をまとめていく姿

勢が求められる。

【評価方法】
出席状況、論文の読み込み、本調査実施までの一連の手法の実施、報告やレポート等を総合的に判断して評価す
る。

【テキスト】
テーマに沿い博捜した論文各種をテキストとする。

【参考文献】
竹内理・水本篤（2012）『外国語教育研究ハンドブックー研究手法のより良い理解のためにー』松柏社
中井精一編（205）『社会言語学の調査と研究の技法　フィィールドワークとデータ整理の基本』おうふう他

夏期休暇中の調査・研究計画を作成
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１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

日本語教育学特論Ⅰ
担当教員 李　ヒョンジョン

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
この講義では、今日における「社会・言語・文化」の関連という観点から日本語教育とは何かを考えていきます
。教員による講義に加えて文献購読およびディスカッションを交えながら、日本語教育学を学ぶうえで必要とさ
れる知識･態度について触れます。また、講義や文献などを通して自分なりの視点をしっかり持つことで、日本
語教育世界に対する意識を高めていくことを目指します。

【授業の展開計画】

ガイダンス

言語とは、外国語とは、日本語教育とは？

日本語教育の世界

世界の日本語教育

ミニ発表①

外国語教授法の流れと現在

何を教えるか

どう教えるか

どう評価するか

ミニ発表②

学習リソース

日本語教師とリソース

日本語学習者とリソース

教師と学習者

ミニ発表③

【履修上の注意事項】
授業は、教員による講義、学生の文献購読によるレジュメ作成と発表、討議などから成るので、各活動に積極的

な姿勢で取り組むことを前提とする。

【評価方法】
出席とクラス参加度（30%）、文献購読とディスカッション（30%）、ミニ発表およびレポートなど（40%）

【テキスト】
随時プリントを配布する。

【参考文献】
・国立国語研究所 編（2006）『日本語教育の新たな文脈』アルク
・遠藤織枝（2011）『日本語教育を学ぶ‐第二版‐』三修社　など

まとめ
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１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

日本語教育学特論Ⅱ
担当教員 李　ヒョンジョン

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
「日本語教育学特論Ⅰ」に続き、今日における日本語教育とは何かについて考えていきます。多文化共生時代の
到来とともに変化しつつある今日、日本語教育世界でも従来とは異なる学習目標･環境および支援方法が求めら
れています。この講義は、これから目指すべき日本語教育のあり方について考察していくことで、日本語教育学
における新たな視点を持つことがねらいです。

【授業の展開計画】

ガイダンス

日本語・日本語教育とは何か

自らの言語教育観を持つ

多様化する日本語教育環境

ミニ発表①

今日における日本語教育事情

多文化共生と日本語教育

構成主義の日本語教育

学習者主体と自律学習

ミニ発表②

IT社会と日本語教育

日本語教育と日本語研究の関係

実践研究の方法

社会参加を目指す日本語教育

ミニ発表③

【履修上の注意事項】
授業は、教員による講義、学生によるレジュメ作成と発表、討議などから成るので、各活動に積極的な

姿勢で取り組むことを前提とする。

【評価方法】
出席とクラス参加度（30%）、文献購読とディスカッション（30%）、ミニ発表およびレポートなど（40%）

【テキスト】
随時プリントを配布する。

【参考文献】
・佐々木倫子 他（2007）『変貌する言語教育-多言語･多文化社会のリテラシーズとは何か‐』くろしお出版
・末田清子 編（2011）『コミュニケーション研究法』ナカニシヤ出版
・蒲谷宏、細川英雄（2012）『日本語教育学序説』朝倉書店　など

まとめ



第 学年１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

日本語論文の書き方Ⅰ
担当教員 -高橋　美奈子

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
この授業では、日本語で修士論文を書くために必要な知識・技能を習得することを目的とする。具体的に前期で
は、論文の定義や実質的条件を学び、その上で、論文の形式的条件、例えば、論文の組み立て方や論文を書くた
めに知っておくべきルールを学ぶ。最終的には自身の修士論文のテーマに沿った論文構成の作成を目指す。

【授業の展開計画】
第1回：オリエンテーション
第2回：論文とは何か
第3回：論文作成のための具体的な手順
第4回～5回：論文の構成
第6～9回：論文を書くためのルール（引用・注・参考文献の示し方、よく使われる表現等）
第10～11回：文献・資料の収集法
第12～15回：論文構成の作成
第16回：論文構成と論文執筆計画の提出

【履修上の注意事項】
課題文献は必ず事前に読んでくること。

【評価方法】
各回の課題や発表、最終課題の内容を総合的に判断する。

【テキスト】
木下是雄（1994）『レポートの組み立て方』ちくま学芸文庫
斉藤孝（1998）『学術論文の技法』日本エディタースクール出版部

【参考文献】
新堀聡（2002）『評価される博士・修士・卒業論文の書き方考え方』同文館
道田泰司・宮元博章（1999）『クリティカル進化論』北大路書房
細川英雄（2008）『論文作成デザイン』東京図書

浜田麻里　他（1997）『大学生と留学生のための論文ワークブック』くろしお出版



第 学年１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

日本語論文の書き方Ⅱ
担当教員 -高橋　美奈子

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
この授業では、前期に引き続き、日本語で修士論文を書くために必要な知識・技能を習得することを目的とする
。具体的には、前期「日本語論文の書き方I」で作成した論文構成に従って、論文の草稿を執筆することを目指
す。

【授業の展開計画】
第1回：オリエンテーション
第2回：研究テーマ（テーマ設定の理由）を書いてみよう
第3～6回：序論（先行研究の分析、問題提起、目的と方法）の書き方
第7～11回：本論（データの提示・分析、解釈）の書き方
第12～13回：結論（全体のまとめ、評価、展望）の書き方
第14～15回：論文の推敲
第16回：論文の草稿を提出

【履修上の注意事項】
「日本語論文の書き方I」を履修済みのもの。各回の課題を遂行できるもの。

【評価方法】
各回の課題や発表、最終課題の内容を総合的に判断する。

【テキスト】
木下是雄（1994）『レポートの組み立て方』ちくま学芸文庫
斉藤孝（1998）『学術論文の技法』日本エディタースクール出版部

【参考文献】
新堀聡（2002）『評価される博士・修士・卒業論文の書き方考え方』同文館
道田泰司・宮元博章（1999）『クリティカル進化論』北大路書房
細川英雄（2008）『論文作成デザイン』東京図書

浜田麻里　他（1997）『大学生と留学生のための論文ワークブック』くろしお出版



第 学年１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

米文学特殊研究Ⅰ
担当教員 追立　祐嗣

対象学年 １年 開講時期 通年

単位区分 必 授業形態 演習

単位数 4

準備事項

備考

【授業のねらい】
本演習では、まず修士論文執筆のための技術的な必須事項を確認した後、個々の受講生の論文テーマの設定、資
料の収集、アウトラインの作成等の作業に対して指導を行う。また同時に、実際にアメリカ文学の作品を熟読し
、作品のテーマや手法を中心に考察し、併せて作品に関する批評を検討する。

【授業の展開計画】
修士論文執筆に関する指導は、必要に応じて随時行う。実際の講義においては、アフリカ系アメリカ人の文学を
中心に、「二重意識」の問題に焦点を当てた作品である、Richard Wright著『Native Son』、Ralph Ellison著
『Invisible Man』、Toni Morrison著『The Bluest Eye』等の講読を予定している。但し、受講生の修士論文執
筆予定の分野からの作品講読も、個別に相談の上、検討する。

【履修上の注意事項】
特になし。

【評価方法】
毎回発表形式の講義形態をとるので、発表や発言等、講義への参加度と、作品講読後に課すレポート等により、
総合的に判断する。

【テキスト】
Richard Wright『Native Son』、その他。

【参考文献】
上記講読作品の他、適宜紹介する。



第 学年２【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

米文学特殊研究Ⅱ
担当教員 追立　祐嗣

対象学年 ２年 開講時期 通年

単位区分 必 授業形態 演習

単位数 4

準備事項

備考

【授業のねらい】
本演習では、「米文学特殊研究Ⅰ」で学んだことを基に、中間発表および修士論文執筆の指導を行う。

【授業の展開計画】
実際の講義では、まず、英米文学の論文執筆に欠かせない『MLA Handbook for Writers of Research Papers』
を熟読し、英米文学論文執筆のための書式に精通させる。次に、各種の書誌から先行研究を検索し、受講生各自
の論文テーマに関する資料の収集を行う。また同時に、綿密なアウトラインの作成を行い、中間発表に備える。
その後は、実際の論文執筆において、必要に応じた指導を行う。（なお、資料収集やアウトラインの作成に関し
ては、個々の受講生の進度によって、「米文学特殊研究Ⅰ」の中で行うこともある。）

【履修上の注意事項】
特になし。

【評価方法】
資料の収集、アウトラインの作成、中間発表、論文執筆等を中心に、総合的に評価する。

【テキスト】

【参考文献】
『MLA Handbook for Writers of Research Papers』の他、適宜紹介する。
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１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

マルチリンガル教育特論
担当教員 李　イニッド

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
This course is a general introduction to the study of multilingualism and multilingual education.
It is intended to provide students with an understanding of the key perspectives that have been
posed about multilingualism, issues surrounding the teaching and learning of a second, third or
additionallanguage, and practices in diverse social and educational contexts around the world. 
本講義では、多言語教育のあり方をめぐって、その可能性や諸課題も含め、総体的に考察することを目標

【授業の展開計画】

Introduction イントロダクション

Terminological inconsistencies 用語の定義

"

Becoming multilingual 多言語習得

"

Staying multilingual 多言語能力の維持

"

Acting multilingual　多言語使用・混用

"

Living in a multilingual society & negotiation of identities 多言語社会とアイデンティティ

"

Multilingualism in education　教育現場における多言語化の現状と課題

"

Students and teachers in the multilingual classroom　多言語教室の実態

"

【履修上の注意事項】
Students are expected to engage in extensive reading, summarize the main points of each article 

and present them in class. Class discussions, rather than lectures, will make up the bulk of our 
in-class time. 
受講者は課題として与えられた文献を精読し、レジュメにまとめて授業で発表する。論文要旨や疑問点など
についてディスカッションを行う。

【評価方法】
Attendance & class participation (50%).  Term paper & oral presentation (50%).
出席率及び授業参加態度(50%)、レポート及び口頭発表(50%)により総合的に評価する。

【テキスト】
配布資料（英語・日本語）

【参考文献】
講義開始時に指示する。

とする。多言語教育の理論と実践を学び、様々な多言語社会の事例研究や諸問題について考える。

Research topics 研究課題



第 学年１【2014年度　大学院：地域文化研究科  英米言語文化専攻】

ヨーロッパ文化特論
担当教員 漆谷　克秀

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 選択 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
現代の社会は、政治的には議会制民主主義、経済的には市場経済にもとづく資本主義の枠組みの中にあると考え
られる。この枠組みを形成し、先導してきたのがヨーロッパという地域である。
　現在、｢多様性の中の統一｣という理念においてヨーロッパ連合（ＥＵ）の試みが実行されている。戦争の世紀
を経てきた反省から、｢対話｣による平和への希求、｢文化的多元性｣の尊重、そのような理念を支える、文化的、
思想的、地域的な基盤を考えてみる。

【授業の展開計画】
１週：　オリエンテーション、｢多様性の中の統合｣
２週：　ヨーロッパ世界の形成と変容
３週：　非ヨーロッパ圏から考えるヨーロッパ
４週：　ＥＵの歴史と現在
５週：　ヨーロッパの言語
６週：　ヨーロッパ多言語主義の可能性―ヨーロッパの言語事情
７週：　ヨーロッパの神話と民話①
８週：　ヨーロッパの神話と民話②

９週：　近代ヨーロッパ社会の中の音楽
10週：　ヨーロッパの思想①
11週：　ヨーロッパの思想②
12週：　ヨーロッパとキリスト教①
13週：　ヨーロッパとキリスト教②
14週：　近代(前衛)の試みと女性芸術家①
15週：　近代(前衛)の試みと女性芸術家②
16週：　レポートについて

【履修上の注意事項】
　テキスチ『ヨーロッパ学入門[改訂版]』(朝日出版社)を使用する。輪読形式をとるが、履修者は必ずその単元

を読んでくること。履修者相互の積極的な発言を期待します。

【評価方法】
　出席状況、授業への参加態度、レポートを勘案して評価する。

【テキスト】
『ヨーロッパ学入門[改訂版]』(朝日出版社)
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