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論証の方法（2）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学修する。
　この回はおもに「人文学的方法」について。（シャーロック
ホームズの推理。小池清治2001「夏目漱石はなぜ「夏目嗽石」と
署名したのか」。）
これにより「人文科学的な論証」の方法を身につけることができ
る。

鹿島茂『勝つための論文の書き方』
第一回〜第二回講義、および小池
2001を読んでおく（12０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

3

論文とは何でないか（2）：教科書の作文ダメ夫君のダメレポー
トの例を通して、いかにそれがダメかを延々と説く。
『新版　論文の教室』第4章～第5章　論文の構成（タイトル部分
～参考文献）およびアウトラインの仕上げかたについて学修す
る。
これらの作業を通して、ダメ論文がいかなるのもであるかという
ことを知る。

『新版　論文の教室』第4章～第5章
を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

4

論文のつくりかた：論文は先頭から順に書くものではないことを
指導する。
『新版　論文の教室』第6章　よい「論証」について学ぶ。
論証の方法（1）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学修する。この回はおもに「自
然科学的方法」について。（物理学模擬実験）
これにより「自然科学的に考える」ことができるようになる。

『新版　論文の教室』第6章を読ん
でおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

1

オリエンテーション
　この授業の進めかた、評価の方法、教科書の使いかたなどの説
明を行う。
　論文はエッセイや小説のようなものではなく、家を建てるよう
に骨組から作っていき、肉付けをする方法で書くことを伝える。

入学時の研究計画書を詳細に書き直
しておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

2

論文とは何でないか（1）：教科書の作文ダメ夫君のダメレポー
トの例を通して、いかにそれがダメかを切々と説く。
戸田山和久『新版　論文の教室』第1章～第3章　論文の形式は
「問い」「主張」「論証」という３形式で成り立っていることを
学修する。
また論文の「問い」としてどのようなものが適切かということに
ついて理解することができる。

『新版　論文の教室』第1章～第3章
を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業の中で、問題点とその解決法を指摘する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．論文とは何かを説明できる。
２．レポートも序論・本論・結論の文章構成で考えられるようになる。
３．専門研究分野の書式で参考文献リストが書ける。
４．先行研究を批判的に読むことができる。
５．研究テーマの情報収集に関して、メディアリテラシーをもって適切な分析ができる。

授業の方法

配付印刷物とパワーポイントによる講義と、演習（体験実習としての模擬授業、振り返りと意見交換）を行う。
受講者は各自の修論の研究テーマを決定し、そのテーマに沿って主体的に資料収集し、少しずつ文章化しながら、できたところから指導を
受けていく。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 Richardson Peter

授業の位置づけ

論文作成および研究者の基盤となる学術レポートや論文完成のための指導科目である。専門領域の学会に投稿できる論文の書き方を基本
に、資料の集め方、データのまとめ方、批判的先行研究の読み方など、研究手法の基本を身につける。「研究方法論B」に続く科目で、
「特別課題研究Ⅰ・Ⅱ」の基礎科目となる。

授業の概要

受講生の専門研究における研究テーマに向かって、どのように論文を書いていけばよいか、基本的な論文の書き方を演習しながら学ぶ。
論文の文体から、図表の表し方などの表現を、演習を通して身につけていくことから始まる。
受講生は各自の論文テーマを決定し、そのためにどのような研究活動が必要か、詳細な研究計画を立てながら、まず1章分を作成し、今後
の研究方向を主体的に決めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200210G1 研究方法論Ａ（前期） 5100 2 カリキュラムにより
異なります。
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認知言語学研究の方法(1)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第１部　実証的な認知言語学研究とは何か
　　　　　第１章　実証的な研究法
　　　　　第２章　認知言語学と実証的な研究法

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

14

認知言語学研究の方法(2)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第２部　言語データの収集と分析方法
　　　　　第3章　自作例を使った研究の基礎
　　　　　第4章　コーパスに基づく研究
　　　　　第５章　心理実験・調査による研究

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

11

自然科学的論証の実例
　データをもとに「次の実験」を追体験しながら「論証」の方法
を考えることができる。
　またデータそのものの扱い方、その読み解き方を学修する。　
（V. S. ラマチャンドランほか2011『脳のなかの幽霊』角川文
庫）

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

12

人文科学的論証の実例
　具体的論文を通して、人文科学的方法を言語研究に適用した方
法について具体的・実践的に学ぶ。　（早津恵美子1989「有対他
動詞と無対他動詞の違いについて―意味的な特徴を中心に―」）
これにより「文法知識」だけでなく、「問い－主張－論証」とい
う論文構成を身につけることができる。

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

9

データの収集と分析(2)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第3章　会話コーパスの構築によるコミュニケーション研
究
　　　第4章　内省に基づく意味の研究

アウトライン検証(1)
　ひとつあるいは複数のテーマを設定し、そのテーマのもとで 
アウトラインの作成およびプレゼンテーションを行う。　アウト
ライン作成時に以下の点を注意して作成することにより、実際の
作成時での注意点を学修する。
　　1. 具体的にどのように調査するのか。
　　2. その調査結果からどのような論証ができるのか。
　　3. 論文としての新しい知見は何か。

該当文献を読んでおく（90分）　
発表アウトライン（パワーポイン
ト）を整理しておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

10

データの収集と分析(3)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第12章　音素を発見する方法
　　　第13章　音声の見方
　　　第１６章　漢字の処理と中国語コーパス

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

7

コピペとよばれない論文のために
山口裕之『コピペと言われないレポートの書き方教室』を読みな
がら、論文における「調べたことを書く」姿勢と方法について学
修する。

『コピペと言われないレポートの書
き方教室』を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

8

データの収集と分析(1)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第１章　多量の実例の観察に基づく言語現象の研究
　　　第２章　大規模コーパスに基づくコロケーションの研究

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

6

論証の方法（3）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学ぶ。
　この回は「哲学的方法」について。（永井均1995『翔太と猫の
インサイトの夏休み』から）
これにより「言葉へのこだわり」および「思考の粘っこさ」を体
感し、それらを身につけることができる。

『勝つための論文の書き方』第三回
〜第四回講義を読んでおく（９０
分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）
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履修条件・留意
事項等

各回の授業で、研究の進捗状況の報告や指定課題は2部ずつプリントアウトしておくこと。

備考欄

その他 0

教科書 授業中に適宜指示する。

参考文献 各自の研究テーマに合わせて適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業準備等授業参加度（確認小テストを含む）40％、演習課題60％。

15

認知言語学研究の方法(3)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第3部　研究例の紹介
　　　　　第6章〜12章までの研究例からピックアップ

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

- 3 -
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２．レポートも序論・本論・結論の文章構成で考えられるようになる。
３．専門研究分野の書式で参考文献リストが書ける。
４．先行研究を批判的に読むことができる。
５．研究テーマの情報収集に関して、メディアリテラシーをもって適切な分析ができる。

授業の方法

配付印刷物とパワーポイントによる講義と、演習（体験実習としての模擬授業、振り返りと意見交換）を行う。
受講者は各自の修論の研究テーマを決定し、そのテーマに沿って主体的に資料収集し、少しずつ文章化しながら、できたところから指導を
受けていく。

ＩＣＴ活用 メール等を活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

前期

教員氏名 岡本　佐智子

授業の位置づけ

論文作成および研究者の基盤となる学術レポートや論文完成のための指導科目である。専門領域の学会に投稿できる論文の書き方を基本
に、資料の集め方、データのまとめ方、批判的先行研究の読み方など、研究手法の基本を身につける。「研究方法論B」に続く科目で、
「特別課題研究Ⅰ・Ⅱ」の基礎科目となる。

授業の概要

 受講生の専門研究における研究テーマに向かって、どのように論文を書いていけばよいか、基本的な論文の書き方を演習しながら学ぶ。
論文の文体から、図表の表し方などの表現を、演習を通して身につけていくことから始まる。
受講生は各自の論文テーマを決定し、そのためにどのような研究活動が必要か、詳細な研究計画を立てながら、まず1章分を作成し、今後
の研究方向を主体的に決めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200210G2 研究方法論Ａ（前期） 5100 2 カリキュラムにより
異なります。
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13

認知言語学研究の方法(1)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第１部　実証的な認知言語学研究とは何か
　　　　　第１章　実証的な研究法
　　　　　第２章　認知言語学と実証的な研究法

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

14

認知言語学研究の方法(2)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第２部　言語データの収集と分析方法
　　　　　第3章　自作例を使った研究の基礎
　　　　　第4章　コーパスに基づく研究
　　　　　第５章　心理実験・調査による研究

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

11

自然科学的論証の実例
　データをもとに「次の実験」を追体験しながら「論証」の方法
を考えることができる。
　またデータそのものの扱い方、その読み解き方を学修する。　
（V. S. ラマチャンドランほか2011『脳のなかの幽霊』角川文
庫）

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

12

人文科学的論証の実例
　具体的論文を通して、人文科学的方法を言語研究に適用した方
法について具体的・実践的に学ぶ。　（早津恵美子1989「有対他
動詞と無対他動詞の違いについて―意味的な特徴を中心に―」）
これにより「文法知識」だけでなく、「問い－主張－論証」とい
う論文構成を身につけることができる。

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

9

データの収集と分析(2)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第3章　会話コーパスの構築によるコミュニケーション研
究
　　　第4章　内省に基づく意味の研究

アウトライン検証(1)
　ひとつあるいは複数のテーマを設定し、そのテーマのもとで 
アウトラインの作成およびプレゼンテーションを行う。　アウト
ライン作成時に以下の点を注意して作成することにより、実際の
作成時での注意点を学修する。
　　1. 具体的にどのように調査するのか。
　　2. その調査結果からどのような論証ができるのか。
　　3. 論文としての新しい知見は何か。

該当文献を読んでおく（90分）　
発表アウトライン（パワーポイン
ト）を整理しておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

10

データの収集と分析(3)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第12章　音素を発見する方法
　　　第13章　音声の見方
　　　第１６章　漢字の処理と中国語コーパス

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

7

コピペとよばれない論文のために
山口裕之『コピペと言われないレポートの書き方教室』を読みな
がら、論文における「調べたことを書く」姿勢と方法について学
修する。

『コピペと言われないレポートの書
き方教室』を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

8

データの収集と分析(1)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第１章　多量の実例の観察に基づく言語現象の研究
　　　第２章　大規模コーパスに基づくコロケーションの研究

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

6

論証の方法（3）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学ぶ。
　この回は「哲学的方法」について。（永井均1995『翔太と猫の
インサイトの夏休み』から）
これにより「言葉へのこだわり」および「思考の粘っこさ」を体
感し、それらを身につけることができる。

『勝つための論文の書き方』第三回
〜第四回講義を読んでおく（９０
分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）
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履修条件・留意
事項等

 各回の授業で、研究の進捗状況の報告や指定課題は2部ずつプリントアウトしておくこと。

備考欄

その他 0

教科書 授業中に適宜指示する。

参考文献 各自の研究テーマに合わせて適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業準備等授業参加度（確認小テストを含む）40％、演習課題60％。

15

認知言語学研究の方法(3)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第3部　研究例の紹介
　　　　　第6章〜12章までの研究例からピックアップ

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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5

論証の方法（2）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学修する。
　この回はおもに「人文学的方法」について。（シャーロック
ホームズの推理。小池清治2001「夏目漱石はなぜ「夏目嗽石」と
署名したのか」。）
これにより「人文科学的な論証」の方法を身につけることができ
る。

鹿島茂『勝つための論文の書き方』
第一回〜第二回講義、および小池
2001を読んでおく（12０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

3

論文とは何でないか（2）：教科書の作文ダメ夫君のダメレポー
トの例を通して、いかにそれがダメかを延々と説く。
『新版　論文の教室』第4章～第5章　論文の構成（タイトル部分
～参考文献）およびアウトラインの仕上げかたについて学修す
る。
これらの作業を通して、ダメ論文がいかなるのもであるかという
ことを知る。

『新版　論文の教室』第4章～第5章
を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

4

論文のつくりかた：論文は先頭から順に書くものではないことを
指導する。
『新版　論文の教室』第6章　よい「論証」について学ぶ。
論証の方法（1）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学修する。この回はおもに「自
然科学的方法」について。（物理学模擬実験）
これにより「自然科学的に考える」ことができるようになる。

『新版　論文の教室』第6章を読ん
でおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

1

オリエンテーション
　この授業の進めかた、評価の方法、教科書の使いかたなどの説
明を行う。
　論文はエッセイや小説のようなものではなく、家を建てるよう
に骨組から作っていき、肉付けをする方法で書くことを伝える。

入学時の研究計画書を詳細に書き直
しておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

2

論文とは何でないか（1）：教科書の作文ダメ夫君のダメレポー
トの例を通して、いかにそれがダメかを切々と説く。
戸田山和久『新版　論文の教室』第1章～第3章　論文の形式は
「問い」「主張」「論証」という３形式で成り立っていることを
学修する。
また論文の「問い」としてどのようなものが適切かということに
ついて理解することができる。

『新版　論文の教室』第1章～第3章
を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業の中で、問題点とその解決法を指摘する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．論文とは何かを説明できる。
２．レポートも序論・本論・結論の文章構成で考えられるようになる。
３．専門研究分野の書式で参考文献リストが書ける。
４．先行研究を批判的に読むことができる。
５．研究テーマの情報収集に関して、メディアリテラシーをもって適切な分析ができる。

授業の方法

配付印刷物とパワーポイントによる講義と、演習（体験実習としての模擬授業、振り返りと意見交換）を行う。
受講者は各自の修論の研究テーマを決定し、そのテーマに沿って主体的に資料収集し、少しずつ文章化しながら、できたところから指導を
受けていく。

ＩＣＴ活用 メール等を活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

前期

教員氏名 小西　正人

授業の位置づけ

論文作成および研究者の基盤となる学術レポートや論文完成のための指導科目である。専門領域の学会に投稿できる論文の書き方を基本
に、資料の集め方、データのまとめ方、批判的先行研究の読み方など、研究手法の基本を身につける。「研究方法論B」に続く科目で、
「特別課題研究Ⅰ・Ⅱ」の基礎科目となる。

授業の概要

 受講生の専門研究における研究テーマに向かって、どのように論文を書いていけばよいか、基本的な論文の書き方を演習しながら学ぶ。
論文の文体から、図表の表し方などの表現を、演習を通して身につけていくことから始まる。
受講生は各自の論文テーマを決定し、そのためにどのような研究活動が必要か、詳細な研究計画を立てながら、まず1章分を作成し、今後
の研究方向を主体的に決めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200210G3 研究方法論Ａ（前期） 5100 2 カリキュラムにより
異なります。
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13

認知言語学研究の方法(1)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第１部　実証的な認知言語学研究とは何か
　　　　　第１章　実証的な研究法
　　　　　第２章　認知言語学と実証的な研究法

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

14

認知言語学研究の方法(2)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第２部　言語データの収集と分析方法
　　　　　第3章　自作例を使った研究の基礎
　　　　　第4章　コーパスに基づく研究
　　　　　第５章　心理実験・調査による研究

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

11

自然科学的論証の実例
　データをもとに「次の実験」を追体験しながら「論証」の方法
を考えることができる。
　またデータそのものの扱い方、その読み解き方を学修する。　
（V. S. ラマチャンドランほか2011『脳のなかの幽霊』角川文
庫）

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

12

人文科学的論証の実例
　具体的論文を通して、人文科学的方法を言語研究に適用した方
法について具体的・実践的に学ぶ。　（早津恵美子1989「有対他
動詞と無対他動詞の違いについて―意味的な特徴を中心に―」）
これにより「文法知識」だけでなく、「問い－主張－論証」とい
う論文構成を身につけることができる。

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

9

データの収集と分析(2)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第3章　会話コーパスの構築によるコミュニケーション研
究
　　　第4章　内省に基づく意味の研究

アウトライン検証(1)
　ひとつあるいは複数のテーマを設定し、そのテーマのもとで 
アウトラインの作成およびプレゼンテーションを行う。　アウト
ライン作成時に以下の点を注意して作成することにより、実際の
作成時での注意点を学修する。
　　1. 具体的にどのように調査するのか。
　　2. その調査結果からどのような論証ができるのか。
　　3. 論文としての新しい知見は何か。

該当文献を読んでおく（90分）　
発表アウトライン（パワーポイン
ト）を整理しておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

10

データの収集と分析(3)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第12章　音素を発見する方法
　　　第13章　音声の見方
　　　第１６章　漢字の処理と中国語コーパス

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

7

コピペとよばれない論文のために
山口裕之『コピペと言われないレポートの書き方教室』を読みな
がら、論文における「調べたことを書く」姿勢と方法について学
修する。

『コピペと言われないレポートの書
き方教室』を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

8

データの収集と分析(1)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第１章　多量の実例の観察に基づく言語現象の研究
　　　第２章　大規模コーパスに基づくコロケーションの研究

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

6

論証の方法（3）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学ぶ。
　この回は「哲学的方法」について。（永井均1995『翔太と猫の
インサイトの夏休み』から）
これにより「言葉へのこだわり」および「思考の粘っこさ」を体
感し、それらを身につけることができる。

『勝つための論文の書き方』第三回
〜第四回講義を読んでおく（９０
分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

- 8 -



北海道文教大学　2022年度　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

 各回の授業で、研究の進捗状況の報告や指定課題は2部ずつプリントアウトしておくこと。

備考欄

その他 0

教科書 授業中に適宜指示する。

参考文献 各自の研究テーマに合わせて適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業準備等授業参加度（確認小テストを含む）40％、演習課題60％。

15

認知言語学研究の方法(3)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第3部　研究例の紹介
　　　　　第6章〜12章までの研究例からピックアップ

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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5

論証の方法（2）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学修する。
　この回はおもに「人文学的方法」について。（シャーロック
ホームズの推理。小池清治2001「夏目漱石はなぜ「夏目嗽石」と
署名したのか」。）
これにより「人文科学的な論証」の方法を身につけることができ
る。

鹿島茂『勝つための論文の書き方』
第一回〜第二回講義、および小池
2001を読んでおく（12０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

3

論文とは何でないか（2）：教科書の作文ダメ夫君のダメレポー
トの例を通して、いかにそれがダメかを延々と説く。
『新版　論文の教室』第4章～第5章　論文の構成（タイトル部分
～参考文献）およびアウトラインの仕上げかたについて学修す
る。
これらの作業を通して、ダメ論文がいかなるのもであるかという
ことを知る。

『新版　論文の教室』第4章～第5章
を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

4

論文のつくりかた：論文は先頭から順に書くものではないことを
指導する。
『新版　論文の教室』第6章　よい「論証」について学ぶ。
論証の方法（1）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学修する。この回はおもに「自
然科学的方法」について。（物理学模擬実験）
これにより「自然科学的に考える」ことができるようになる。

『新版　論文の教室』第6章を読ん
でおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

1

オリエンテーション
　この授業の進めかた、評価の方法、教科書の使いかたなどの説
明を行う。
　論文はエッセイや小説のようなものではなく、家を建てるよう
に骨組から作っていき、肉付けをする方法で書くことを伝える。

入学時の研究計画書を詳細に書き直
しておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

2

論文とは何でないか（1）：教科書の作文ダメ夫君のダメレポー
トの例を通して、いかにそれがダメかを切々と説く。
戸田山和久『新版　論文の教室』第1章～第3章　論文の形式は
「問い」「主張」「論証」という３形式で成り立っていることを
学修する。
また論文の「問い」としてどのようなものが適切かということに
ついて理解することができる。

『新版　論文の教室』第1章～第3章
を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業の中で、問題点とその解決法を指摘する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．論文とは何かを説明できる。
２．レポートも序論・本論・結論の文章構成で考えられるようになる。
３．専門研究分野の書式で参考文献リストが書ける。
４．先行研究を批判的に読むことができる。
５．研究テーマの情報収集に関して、メディアリテラシーをもって適切な分析ができる。

授業の方法

配付印刷物とパワーポイントによる講義と、演習（体験実習としての模擬授業、振り返りと意見交換）を行う。
受講者は各自の修論の研究テーマを決定し、そのテーマに沿って主体的に資料収集し、少しずつ文章化しながら、できたところから指導を
受けていく。

ＩＣＴ活用 メール等を活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

前期

教員氏名 高橋　保夫

授業の位置づけ

論文作成および研究者の基盤となる学術レポートや論文完成のための指導科目である。専門領域の学会に投稿できる論文の書き方を基本
に、資料の集め方、データのまとめ方、批判的先行研究の読み方など、研究手法の基本を身につける。「研究方法論B」に続く科目で、
「特別課題研究Ⅰ・Ⅱ」の基礎科目となる。

授業の概要

 受講生の専門研究における研究テーマに向かって、どのように論文を書いていけばよいか、基本的な論文の書き方を演習しながら学ぶ。
論文の文体から、図表の表し方などの表現を、演習を通して身につけていくことから始まる。
受講生は各自の論文テーマを決定し、そのためにどのような研究活動が必要か、詳細な研究計画を立てながら、まず1章分を作成し、今後
の研究方向を主体的に決めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200210G4 研究方法論Ａ（前期） 5100 2 カリキュラムにより
異なります。
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13

認知言語学研究の方法(1)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第１部　実証的な認知言語学研究とは何か
　　　　　第１章　実証的な研究法
　　　　　第２章　認知言語学と実証的な研究法

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

14

認知言語学研究の方法(2)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第２部　言語データの収集と分析方法
　　　　　第3章　自作例を使った研究の基礎
　　　　　第4章　コーパスに基づく研究
　　　　　第５章　心理実験・調査による研究

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

11

自然科学的論証の実例
　データをもとに「次の実験」を追体験しながら「論証」の方法
を考えることができる。
　またデータそのものの扱い方、その読み解き方を学修する。　
（V. S. ラマチャンドランほか2011『脳のなかの幽霊』角川文
庫）

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

12

人文科学的論証の実例
　具体的論文を通して、人文科学的方法を言語研究に適用した方
法について具体的・実践的に学ぶ。　（早津恵美子1989「有対他
動詞と無対他動詞の違いについて―意味的な特徴を中心に―」）
これにより「文法知識」だけでなく、「問い－主張－論証」とい
う論文構成を身につけることができる。

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

9

データの収集と分析(2)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第3章　会話コーパスの構築によるコミュニケーション研
究
　　　第4章　内省に基づく意味の研究

アウトライン検証(1)
　ひとつあるいは複数のテーマを設定し、そのテーマのもとで 
アウトラインの作成およびプレゼンテーションを行う。　アウト
ライン作成時に以下の点を注意して作成することにより、実際の
作成時での注意点を学修する。
　　1. 具体的にどのように調査するのか。
　　2. その調査結果からどのような論証ができるのか。
　　3. 論文としての新しい知見は何か。

該当文献を読んでおく（90分）　
発表アウトライン（パワーポイン
ト）を整理しておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

10

データの収集と分析(3)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第12章　音素を発見する方法
　　　第13章　音声の見方
　　　第１６章　漢字の処理と中国語コーパス

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

7

コピペとよばれない論文のために
山口裕之『コピペと言われないレポートの書き方教室』を読みな
がら、論文における「調べたことを書く」姿勢と方法について学
修する。

『コピペと言われないレポートの書
き方教室』を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

8

データの収集と分析(1)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第１章　多量の実例の観察に基づく言語現象の研究
　　　第２章　大規模コーパスに基づくコロケーションの研究

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

6

論証の方法（3）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学ぶ。
　この回は「哲学的方法」について。（永井均1995『翔太と猫の
インサイトの夏休み』から）
これにより「言葉へのこだわり」および「思考の粘っこさ」を体
感し、それらを身につけることができる。

『勝つための論文の書き方』第三回
〜第四回講義を読んでおく（９０
分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）
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履修条件・留意
事項等

 各回の授業で、研究の進捗状況の報告や指定課題は2部ずつプリントアウトしておくこと。

備考欄

その他 0

教科書 授業中に適宜指示する。

参考文献 各自の研究テーマに合わせて適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業準備等授業参加度（確認小テストを含む）40％、演習課題60％。

15

認知言語学研究の方法(3)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第3部　研究例の紹介
　　　　　第6章〜12章までの研究例からピックアップ

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

- 12 -
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5

論証の方法（2）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学修する。
　この回はおもに「人文学的方法」について。（シャーロック
ホームズの推理。小池清治2001「夏目漱石はなぜ「夏目嗽石」と
署名したのか」。）
これにより「人文科学的な論証」の方法を身につけることができ
る。

鹿島茂『勝つための論文の書き方』
第一回〜第二回講義、および小池
2001を読んでおく（12０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

3

論文とは何でないか（2）：教科書の作文ダメ夫君のダメレポー
トの例を通して、いかにそれがダメかを延々と説く。
『新版　論文の教室』第4章～第5章　論文の構成（タイトル部分
～参考文献）およびアウトラインの仕上げかたについて学修す
る。
これらの作業を通して、ダメ論文がいかなるのもであるかという
ことを知る。

『新版　論文の教室』第4章～第5章
を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

4

論文のつくりかた：論文は先頭から順に書くものではないことを
指導する。
『新版　論文の教室』第6章　よい「論証」について学ぶ。
論証の方法（1）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学修する。この回はおもに「自
然科学的方法」について。（物理学模擬実験）
これにより「自然科学的に考える」ことができるようになる。

『新版　論文の教室』第6章を読ん
でおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

1

オリエンテーション
　この授業の進めかた、評価の方法、教科書の使いかたなどの説
明を行う。
　論文はエッセイや小説のようなものではなく、家を建てるよう
に骨組から作っていき、肉付けをする方法で書くことを伝える。

入学時の研究計画書を詳細に書き直
しておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

2

論文とは何でないか（1）：教科書の作文ダメ夫君のダメレポー
トの例を通して、いかにそれがダメかを切々と説く。
戸田山和久『新版　論文の教室』第1章～第3章　論文の形式は
「問い」「主張」「論証」という３形式で成り立っていることを
学修する。
また論文の「問い」としてどのようなものが適切かということに
ついて理解することができる。

『新版　論文の教室』第1章～第3章
を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業の中で、問題点とその解決法を指摘する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．論文とは何かを説明できる。
２．レポートも序論・本論・結論の文章構成で考えられるようになる。
３．専門研究分野の書式で参考文献リストが書ける。
４．先行研究を批判的に読むことができる。
５．研究テーマの情報収集に関して、メディアリテラシーをもって適切な分析ができる。

授業の方法

配付印刷物とパワーポイントによる講義と、演習（体験実習としての模擬授業、振り返りと意見交換）を行う。
受講者は各自の修論の研究テーマを決定し、そのテーマに沿って主体的に資料収集し、少しずつ文章化しながら、できたところから指導を
受けていく。

ＩＣＴ活用 メール等を活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

前期

教員氏名 渡部　淳

授業の位置づけ

論文作成および研究者の基盤となる学術レポートや論文完成のための指導科目である。専門領域の学会に投稿できる論文の書き方を基本
に、資料の集め方、データのまとめ方、批判的先行研究の読み方など、研究手法の基本を身につける。「研究方法論B」に続く科目で、
「特別課題研究Ⅰ・Ⅱ」の基礎科目となる。

授業の概要

 受講生の専門研究における研究テーマに向かって、どのように論文を書いていけばよいか、基本的な論文の書き方を演習しながら学ぶ。
論文の文体から、図表の表し方などの表現を、演習を通して身につけていくことから始まる。
受講生は各自の論文テーマを決定し、そのためにどのような研究活動が必要か、詳細な研究計画を立てながら、まず1章分を作成し、今後
の研究方向を主体的に決めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200210G5 研究方法論Ａ（前期） 5100 2 カリキュラムにより
異なります。
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13

認知言語学研究の方法(1)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第１部　実証的な認知言語学研究とは何か
　　　　　第１章　実証的な研究法
　　　　　第２章　認知言語学と実証的な研究法

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

14

認知言語学研究の方法(2)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第２部　言語データの収集と分析方法
　　　　　第3章　自作例を使った研究の基礎
　　　　　第4章　コーパスに基づく研究
　　　　　第５章　心理実験・調査による研究

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

11

自然科学的論証の実例
　データをもとに「次の実験」を追体験しながら「論証」の方法
を考えることができる。
　またデータそのものの扱い方、その読み解き方を学修する。　
（V. S. ラマチャンドランほか2011『脳のなかの幽霊』角川文
庫）

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

12

人文科学的論証の実例
　具体的論文を通して、人文科学的方法を言語研究に適用した方
法について具体的・実践的に学ぶ。　（早津恵美子1989「有対他
動詞と無対他動詞の違いについて―意味的な特徴を中心に―」）
これにより「文法知識」だけでなく、「問い－主張－論証」とい
う論文構成を身につけることができる。

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

9

データの収集と分析(2)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第3章　会話コーパスの構築によるコミュニケーション研
究
　　　第4章　内省に基づく意味の研究

アウトライン検証(1)
　ひとつあるいは複数のテーマを設定し、そのテーマのもとで 
アウトラインの作成およびプレゼンテーションを行う。　アウト
ライン作成時に以下の点を注意して作成することにより、実際の
作成時での注意点を学修する。
　　1. 具体的にどのように調査するのか。
　　2. その調査結果からどのような論証ができるのか。
　　3. 論文としての新しい知見は何か。

該当文献を読んでおく（90分）　
発表アウトライン（パワーポイン
ト）を整理しておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

10

データの収集と分析(3)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第12章　音素を発見する方法
　　　第13章　音声の見方
　　　第１６章　漢字の処理と中国語コーパス

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

7

コピペとよばれない論文のために
山口裕之『コピペと言われないレポートの書き方教室』を読みな
がら、論文における「調べたことを書く」姿勢と方法について学
修する。

『コピペと言われないレポートの書
き方教室』を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

8

データの収集と分析(1)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第１章　多量の実例の観察に基づく言語現象の研究
　　　第２章　大規模コーパスに基づくコロケーションの研究

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

6

論証の方法（3）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学ぶ。
　この回は「哲学的方法」について。（永井均1995『翔太と猫の
インサイトの夏休み』から）
これにより「言葉へのこだわり」および「思考の粘っこさ」を体
感し、それらを身につけることができる。

『勝つための論文の書き方』第三回
〜第四回講義を読んでおく（９０
分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）
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履修条件・留意
事項等

 各回の授業で、研究の進捗状況の報告や指定課題は2部ずつプリントアウトしておくこと。

備考欄

その他 0

教科書 授業中に適宜指示する。

参考文献 各自の研究テーマに合わせて適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業準備等授業参加度（確認小テストを含む）40％、演習課題60％。

15

認知言語学研究の方法(3)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第3部　研究例の紹介
　　　　　第6章〜12章までの研究例からピックアップ

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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5

論証の方法（2）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学修する。
　この回はおもに「人文学的方法」について。（シャーロック
ホームズの推理。小池清治2001「夏目漱石はなぜ「夏目嗽石」と
署名したのか」。）
これにより「人文科学的な論証」の方法を身につけることができ
る。

鹿島茂『勝つための論文の書き方』
第一回〜第二回講義、および小池
2001を読んでおく（12０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

3

論文とは何でないか（2）：教科書の作文ダメ夫君のダメレポー
トの例を通して、いかにそれがダメかを延々と説く。
『新版　論文の教室』第4章～第5章　論文の構成（タイトル部分
～参考文献）およびアウトラインの仕上げかたについて学修す
る。
これらの作業を通して、ダメ論文がいかなるのもであるかという
ことを知る。

『新版　論文の教室』第4章～第5章
を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

4

論文のつくりかた：論文は先頭から順に書くものではないことを
指導する。
『新版　論文の教室』第6章　よい「論証」について学ぶ。
論証の方法（1）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学修する。この回はおもに「自
然科学的方法」について。（物理学模擬実験）
これにより「自然科学的に考える」ことができるようになる。

『新版　論文の教室』第6章を読ん
でおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

1

オリエンテーション
　この授業の進めかた、評価の方法、教科書の使いかたなどの説
明を行う。
　論文はエッセイや小説のようなものではなく、家を建てるよう
に骨組から作っていき、肉付けをする方法で書くことを伝える。

入学時の研究計画書を詳細に書き直
しておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

2

論文とは何でないか（1）：教科書の作文ダメ夫君のダメレポー
トの例を通して、いかにそれがダメかを切々と説く。
戸田山和久『新版　論文の教室』第1章～第3章　論文の形式は
「問い」「主張」「論証」という３形式で成り立っていることを
学修する。
また論文の「問い」としてどのようなものが適切かということに
ついて理解することができる。

『新版　論文の教室』第1章～第3章
を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業の中で、問題点とその解決法を指摘する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．論文とは何かを説明できる。
２．レポートも序論・本論・結論の文章構成で考えられるようになる。
３．専門研究分野の書式で参考文献リストが書ける。
４．先行研究を批判的に読むことができる。
５．研究テーマの情報収集に関して、メディアリテラシーをもって適切な分析ができる。

授業の方法

配付印刷物とパワーポイントによる講義と、演習（体験実習としての模擬授業、振り返りと意見交換）を行う。
受講者は各自の修論の研究テーマを決定し、そのテーマに沿って主体的に資料収集し、少しずつ文章化しながら、できたところから指導を
受けていく。

ＩＣＴ活用 メール等を活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

後期

教員氏名 Richardson Peter

授業の位置づけ

論文作成および研究者の基盤となる学術レポートや論文完成のための指導科目である。専門領域の学会に投稿できる論文の書き方を基本
に、資料の集め方、データのまとめ方、批判的先行研究の読み方など、研究手法の基本を身につける。「研究方法論B」に続く科目で、
「特別課題研究Ⅰ・Ⅱ」の基礎科目となる。

授業の概要

 受講生の専門研究における研究テーマに向かって、どのように論文を書いていけばよいか、基本的な論文の書き方を演習しながら学ぶ。
論文の文体から、図表の表し方などの表現を、演習を通して身につけていくことから始まる。
受講生は各自の論文テーマを決定し、そのためにどのような研究活動が必要か、詳細な研究計画を立てながら、まず1章分を作成し、今後
の研究方向を主体的に決めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200210G6 研究方法論Ａ（後期） 5100 2 カリキュラムにより
異なります。
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13

認知言語学研究の方法(1)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第１部　実証的な認知言語学研究とは何か
　　　　　第１章　実証的な研究法
　　　　　第２章　認知言語学と実証的な研究法

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

14

認知言語学研究の方法(2)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第２部　言語データの収集と分析方法
　　　　　第3章　自作例を使った研究の基礎
　　　　　第4章　コーパスに基づく研究
　　　　　第５章　心理実験・調査による研究

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

11

自然科学的論証の実例
　データをもとに「次の実験」を追体験しながら「論証」の方法
を考えることができる。
　またデータそのものの扱い方、その読み解き方を学修する。　
（V. S. ラマチャンドランほか2011『脳のなかの幽霊』角川文
庫）

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

12

人文科学的論証の実例
　具体的論文を通して、人文科学的方法を言語研究に適用した方
法について具体的・実践的に学ぶ。　（早津恵美子1989「有対他
動詞と無対他動詞の違いについて―意味的な特徴を中心に―」）
これにより「文法知識」だけでなく、「問い－主張－論証」とい
う論文構成を身につけることができる。

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

9

データの収集と分析(2)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第3章　会話コーパスの構築によるコミュニケーション研
究
　　　第4章　内省に基づく意味の研究

アウトライン検証(1)
　ひとつあるいは複数のテーマを設定し、そのテーマのもとで 
アウトラインの作成およびプレゼンテーションを行う。　アウト
ライン作成時に以下の点を注意して作成することにより、実際の
作成時での注意点を学修する。
　　1. 具体的にどのように調査するのか。
　　2. その調査結果からどのような論証ができるのか。
　　3. 論文としての新しい知見は何か。

該当文献を読んでおく（90分）　
発表アウトライン（パワーポイン
ト）を整理しておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

10

データの収集と分析(3)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第12章　音素を発見する方法
　　　第13章　音声の見方
　　　第１６章　漢字の処理と中国語コーパス

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

7

コピペとよばれない論文のために
山口裕之『コピペと言われないレポートの書き方教室』を読みな
がら、論文における「調べたことを書く」姿勢と方法について学
修する。

『コピペと言われないレポートの書
き方教室』を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

8

データの収集と分析(1)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第１章　多量の実例の観察に基づく言語現象の研究
　　　第２章　大規模コーパスに基づくコロケーションの研究

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

6

論証の方法（3）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学ぶ。
　この回は「哲学的方法」について。（永井均1995『翔太と猫の
インサイトの夏休み』から）
これにより「言葉へのこだわり」および「思考の粘っこさ」を体
感し、それらを身につけることができる。

『勝つための論文の書き方』第三回
〜第四回講義を読んでおく（９０
分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）
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履修条件・留意
事項等

 各回の授業で、研究の進捗状況の報告や指定課題は2部ずつプリントアウトしておくこと。

備考欄

その他 0

教科書 授業中に適宜指示する。

参考文献 各自の研究テーマに合わせて適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業準備等授業参加度（確認小テストを含む）40％、演習課題60％。

15

認知言語学研究の方法(3)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第3部　研究例の紹介
　　　　　第6章〜12章までの研究例からピックアップ

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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3

論文とは何でないか（2）：教科書の作文ダメ夫君のダメレポー
トの例を通して、いかにそれがダメかを延々と説く。
『新版　論文の教室』第4章～第5章　論文の構成（タイトル部分
～参考文献）およびアウトラインの仕上げかたについて学修す
る。
これらの作業を通して、ダメ論文がいかなるのもであるかという
ことを知る。

『新版　論文の教室』第4章～第5章
を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

4

論文のつくりかた：論文は先頭から順に書くものではないことを
指導する。
『新版　論文の教室』第6章　よい「論証」について学ぶ。
論証の方法（1）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学修する。この回はおもに「自
然科学的方法」について。（物理学模擬実験）
これにより「自然科学的に考える」ことができるようになる。

『新版　論文の教室』第6章を読ん
でおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

1

オリエンテーション
　この授業の進めかた、評価の方法、教科書の使いかたなどの説
明を行う。
　論文はエッセイや小説のようなものではなく、家を建てるよう
に骨組から作っていき、肉付けをする方法で書くことを伝える。

入学時の研究計画書を詳細に書き直
しておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

2

論文とは何でないか（1）：教科書の作文ダメ夫君のダメレポー
トの例を通して、いかにそれがダメかを切々と説く。
戸田山和久『新版　論文の教室』第1章～第3章　論文の形式は
「問い」「主張」「論証」という３形式で成り立っていることを
学修する。
また論文の「問い」としてどのようなものが適切かということに
ついて理解することができる。

『新版　論文の教室』第1章～第3章
を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業の中で、問題点とその解決法を指摘する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．論文とは何かを説明できる。
２．レポートも序論・本論・結論の文章構成で考えられるようになる。
３．専門研究分野の書式で参考文献リストが書ける。
４．先行研究を批判的に読むことができる。
５．研究テーマの情報収集に関して、メディアリテラシーをもって適切な分析ができる。

授業の方法

配付印刷物とパワーポイントによる講義と、演習（体験実習としての模擬授業、振り返りと意見交換）を行う。
受講者は各自の修論の研究テーマを決定し、そのテーマに沿って主体的に資料収集し、少しずつ文章化しながら、できたところから指導を
受けていく。

ＩＣＴ活用 メール等を活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

後期

教員氏名 岡本　佐智子

授業の位置づけ

論文作成および研究者の基盤となる学術レポートや論文完成のための指導科目である。専門領域の学会に投稿できる論文の書き方を基本
に、資料の集め方、データのまとめ方、批判的先行研究の読み方など、研究手法の基本を身につける。（知識・技能）　　「研究方法論
B」に続く科目で、「特別課題研究Ⅰ・Ⅱ」の基礎科目となる。

授業の概要

 受講生の専門研究における研究テーマに向かって、どのように論文を書いていけばよいか、基本的な論文の書き方を演習しながら学ぶ。
論文の文体から、図表の表し方などの表現を、演習を通して身につけていくことから始まる。
受講生は各自の論文テーマを決定し、そのためにどのような研究活動が必要か、詳細な研究計画を立てながら、まず1章分を作成し、今後
の研究方向を主体的に決めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200210G7 研究方法論Ａ（後期） 5100 2 カリキュラムにより
異なります。
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13

認知言語学研究の方法(1)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第１部　実証的な認知言語学研究とは何か
　　　　　第１章　実証的な研究法
　　　　　第２章　認知言語学と実証的な研究法

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

11

自然科学的論証の実例
　データをもとに「次の実験」を追体験しながら「論証」の方法
を考えることができる。
　またデータそのものの扱い方、その読み解き方を学修する。　
（V. S. ラマチャンドランほか2011『脳のなかの幽霊』角川文
庫）

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

12

人文科学的論証の実例
　具体的論文を通して、人文科学的方法を言語研究に適用した方
法について具体的・実践的に学ぶ。　（早津恵美子1989「有対他
動詞と無対他動詞の違いについて―意味的な特徴を中心に―」）
これにより「文法知識」だけでなく、「問い－主張－論証」とい
う論文構成を身につけることができる。

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

9

データの収集と分析(2)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第3章　会話コーパスの構築によるコミュニケーション研
究
　　　第4章　内省に基づく意味の研究

アウトライン検証(1)
　ひとつあるいは複数のテーマを設定し、そのテーマのもとで 
アウトラインの作成およびプレゼンテーションを行う。　アウト
ライン作成時に以下の点を注意して作成することにより、実際の
作成時での注意点を学修する。
　　1. 具体的にどのように調査するのか。
　　2. その調査結果からどのような論証ができるのか。
　　3. 論文としての新しい知見は何か。

該当文献を読んでおく（90分）　
発表アウトライン（パワーポイン
ト）を整理しておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

10

データの収集と分析(3)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第12章　音素を発見する方法
　　　第13章　音声の見方
　　　第１６章　漢字の処理と中国語コーパス

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

7

コピペとよばれない論文のために
山口裕之『コピペと言われないレポートの書き方教室』を読みな
がら、論文における「調べたことを書く」姿勢と方法について学
修する。

『コピペと言われないレポートの書
き方教室』を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

8

データの収集と分析(1)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第１章　多量の実例の観察に基づく言語現象の研究
　　　第２章　大規模コーパスに基づくコロケーションの研究

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

5

論証の方法（2）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学修する。
　この回はおもに「人文学的方法」について。（シャーロック
ホームズの推理。小池清治2001「夏目漱石はなぜ「夏目嗽石」と
署名したのか」。）
これにより「人文科学的な論証」の方法を身につけることができ
る。

鹿島茂『勝つための論文の書き方』
第一回〜第二回講義、および小池
2001を読んでおく（12０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

6

論証の方法（3）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学ぶ。
　この回は「哲学的方法」について。（永井均1995『翔太と猫の
インサイトの夏休み』から）
これにより「言葉へのこだわり」および「思考の粘っこさ」を体
感し、それらを身につけることができる。

『勝つための論文の書き方』第三回
〜第四回講義を読んでおく（９０
分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）
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履修条件・留意
事項等

 各回の授業で、研究の進捗状況の報告や指定課題は2部ずつプリントアウトしておくこと。

備考欄

その他 0

教科書 授業中に適宜指示する。

参考文献 各自の研究テーマに合わせて適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業準備等授業参加度（確認小テストを含む）40％、演習課題60％。

15

認知言語学研究の方法(3)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第3部　研究例の紹介
　　　　　第6章〜12章までの研究例からピックアップ

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

認知言語学研究の方法(2)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第２部　言語データの収集と分析方法
　　　　　第3章　自作例を使った研究の基礎
　　　　　第4章　コーパスに基づく研究
　　　　　第５章　心理実験・調査による研究

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）
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5

論証の方法（2）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学修する。
　この回はおもに「人文学的方法」について。（シャーロック
ホームズの推理。小池清治2001「夏目漱石はなぜ「夏目嗽石」と
署名したのか」。）
これにより「人文科学的な論証」の方法を身につけることができ
る。

鹿島茂『勝つための論文の書き方』
第一回〜第二回講義、および小池
2001を読んでおく（12０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

3

論文とは何でないか（2）：教科書の作文ダメ夫君のダメレポー
トの例を通して、いかにそれがダメかを延々と説く。
『新版　論文の教室』第4章～第5章　論文の構成（タイトル部分
～参考文献）およびアウトラインの仕上げかたについて学修す
る。
これらの作業を通して、ダメ論文がいかなるのもであるかという
ことを知る。

『新版　論文の教室』第4章～第5章
を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

4

論文のつくりかた：論文は先頭から順に書くものではないことを
指導する。
『新版　論文の教室』第6章　よい「論証」について学ぶ。
論証の方法（1）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学修する。この回はおもに「自
然科学的方法」について。（物理学模擬実験）
これにより「自然科学的に考える」ことができるようになる。

『新版　論文の教室』第6章を読ん
でおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

1

オリエンテーション
　この授業の進めかた、評価の方法、教科書の使いかたなどの説
明を行う。
　論文はエッセイや小説のようなものではなく、家を建てるよう
に骨組から作っていき、肉付けをする方法で書くことを伝える。

入学時の研究計画書を詳細に書き直
しておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

2

論文とは何でないか（1）：教科書の作文ダメ夫君のダメレポー
トの例を通して、いかにそれがダメかを切々と説く。
戸田山和久『新版　論文の教室』第1章～第3章　論文の形式は
「問い」「主張」「論証」という３形式で成り立っていることを
学修する。
また論文の「問い」としてどのようなものが適切かということに
ついて理解することができる。

『新版　論文の教室』第1章～第3章
を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業の中で、問題点とその解決法を指摘する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．論文とは何かを説明できる。
２．レポートも序論・本論・結論の文章構成で考えられるようになる。
３．専門研究分野の書式で参考文献リストが書ける。
４．先行研究を批判的に読むことができる。
５．研究テーマの情報収集に関して、メディアリテラシーをもって適切な分析ができる。

授業の方法

配付印刷物とパワーポイントによる講義と、演習（体験実習としての模擬授業、振り返りと意見交換）を行う。
受講者は各自の修論の研究テーマを決定し、そのテーマに沿って主体的に資料収集し、少しずつ文章化しながら、できたところから指導を
受けていく。

ＩＣＴ活用 メール等を活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

後期

教員氏名 小西　正人

授業の位置づけ

論文作成および研究者の基盤となる学術レポートや論文完成のための指導科目である。専門領域の学会に投稿できる論文の書き方を基本
に、資料の集め方、データのまとめ方、批判的先行研究の読み方など、研究手法の基本を身につける。「研究方法論B」に続く科目で、
「特別課題研究Ⅰ・Ⅱ」の基礎科目となる。

授業の概要

 受講生の専門研究における研究テーマに向かって、どのように論文を書いていけばよいか、基本的な論文の書き方を演習しながら学ぶ。
論文の文体から、図表の表し方などの表現を、演習を通して身につけていくことから始まる。
受講生は各自の論文テーマを決定し、そのためにどのような研究活動が必要か、詳細な研究計画を立てながら、まず1章分を作成し、今後
の研究方向を主体的に決めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200210G8 研究方法論Ａ（後期） 5100 2 カリキュラムにより
異なります。
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13

認知言語学研究の方法(1)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第１部　実証的な認知言語学研究とは何か
　　　　　第１章　実証的な研究法
　　　　　第２章　認知言語学と実証的な研究法

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

14

認知言語学研究の方法(2)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第２部　言語データの収集と分析方法
　　　　　第3章　自作例を使った研究の基礎
　　　　　第4章　コーパスに基づく研究
　　　　　第５章　心理実験・調査による研究

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

11

自然科学的論証の実例
　データをもとに「次の実験」を追体験しながら「論証」の方法
を考えることができる。
　またデータそのものの扱い方、その読み解き方を学修する。　
（V. S. ラマチャンドランほか2011『脳のなかの幽霊』角川文
庫）

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

12

人文科学的論証の実例
　具体的論文を通して、人文科学的方法を言語研究に適用した方
法について具体的・実践的に学ぶ。　（早津恵美子1989「有対他
動詞と無対他動詞の違いについて―意味的な特徴を中心に―」）
これにより「文法知識」だけでなく、「問い－主張－論証」とい
う論文構成を身につけることができる。

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

9

データの収集と分析(2)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第3章　会話コーパスの構築によるコミュニケーション研
究
　　　第4章　内省に基づく意味の研究

アウトライン検証(1)
　ひとつあるいは複数のテーマを設定し、そのテーマのもとで 
アウトラインの作成およびプレゼンテーションを行う。　アウト
ライン作成時に以下の点を注意して作成することにより、実際の
作成時での注意点を学修する。
　　1. 具体的にどのように調査するのか。
　　2. その調査結果からどのような論証ができるのか。
　　3. 論文としての新しい知見は何か。

該当文献を読んでおく（90分）　
発表アウトライン（パワーポイン
ト）を整理しておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

10

データの収集と分析(3)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第12章　音素を発見する方法
　　　第13章　音声の見方
　　　第１６章　漢字の処理と中国語コーパス

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

7

コピペとよばれない論文のために
山口裕之『コピペと言われないレポートの書き方教室』を読みな
がら、論文における「調べたことを書く」姿勢と方法について学
修する。

『コピペと言われないレポートの書
き方教室』を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

8

データの収集と分析(1)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第１章　多量の実例の観察に基づく言語現象の研究
　　　第２章　大規模コーパスに基づくコロケーションの研究

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

6

論証の方法（3）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学ぶ。
　この回は「哲学的方法」について。（永井均1995『翔太と猫の
インサイトの夏休み』から）
これにより「言葉へのこだわり」および「思考の粘っこさ」を体
感し、それらを身につけることができる。

『勝つための論文の書き方』第三回
〜第四回講義を読んでおく（９０
分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）
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履修条件・留意
事項等

 各回の授業で、研究の進捗状況の報告や指定課題は2部ずつプリントアウトしておくこと。

備考欄

その他 0

教科書 授業中に適宜指示する。

参考文献 各自の研究テーマに合わせて適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業準備等授業参加度（確認小テストを含む）40％、演習課題60％。

15

認知言語学研究の方法(3)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第3部　研究例の紹介
　　　　　第6章〜12章までの研究例からピックアップ

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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5

論証の方法（2）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学修する。
　この回はおもに「人文学的方法」について。（シャーロック
ホームズの推理。小池清治2001「夏目漱石はなぜ「夏目嗽石」と
署名したのか」。）
これにより「人文科学的な論証」の方法を身につけることができ
る。

鹿島茂『勝つための論文の書き方』
第一回〜第二回講義、および小池
2001を読んでおく（12０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

3

論文とは何でないか（2）：教科書の作文ダメ夫君のダメレポー
トの例を通して、いかにそれがダメかを延々と説く。
『新版　論文の教室』第4章～第5章　論文の構成（タイトル部分
～参考文献）およびアウトラインの仕上げかたについて学修す
る。
これらの作業を通して、ダメ論文がいかなるのもであるかという
ことを知る。

『新版　論文の教室』第4章～第5章
を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

4

論文のつくりかた：論文は先頭から順に書くものではないことを
指導する。
『新版　論文の教室』第6章　よい「論証」について学ぶ。
論証の方法（1）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学修する。この回はおもに「自
然科学的方法」について。（物理学模擬実験）
これにより「自然科学的に考える」ことができるようになる。

『新版　論文の教室』第6章を読ん
でおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

1

オリエンテーション
　この授業の進めかた、評価の方法、教科書の使いかたなどの説
明を行う。
　論文はエッセイや小説のようなものではなく、家を建てるよう
に骨組から作っていき、肉付けをする方法で書くことを伝える。

入学時の研究計画書を詳細に書き直
しておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

2

論文とは何でないか（1）：教科書の作文ダメ夫君のダメレポー
トの例を通して、いかにそれがダメかを切々と説く。
戸田山和久『新版　論文の教室』第1章～第3章　論文の形式は
「問い」「主張」「論証」という３形式で成り立っていることを
学修する。
また論文の「問い」としてどのようなものが適切かということに
ついて理解することができる。

『新版　論文の教室』第1章～第3章
を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業の中で、問題点とその解決法を指摘する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．論文とは何かを説明できる。
２．レポートも序論・本論・結論の文章構成で考えられるようになる。
３．専門研究分野の書式で参考文献リストが書ける。
４．先行研究を批判的に読むことができる。
５．研究テーマの情報収集に関して、メディアリテラシーをもって適切な分析ができる。

授業の方法

配付印刷物とパワーポイントによる講義と、演習（体験実習としての模擬授業、振り返りと意見交換）を行う。
受講者は各自の修論の研究テーマを決定し、そのテーマに沿って主体的に資料収集し、少しずつ文章化しながら、できたところから指導を
受けていく。

ＩＣＴ活用 メール等を活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

後期

教員氏名 高橋　保夫

授業の位置づけ

論文作成および研究者の基盤となる学術レポートや論文完成のための指導科目である。専門領域の学会に投稿できる論文の書き方を基本
に、資料の集め方、データのまとめ方、批判的先行研究の読み方など、研究手法の基本を身につける。「研究方法論B」に続く科目で、
「特別課題研究Ⅰ・Ⅱ」の基礎科目となる。

授業の概要

 受講生の専門研究における研究テーマに向かって、どのように論文を書いていけばよいか、基本的な論文の書き方を演習しながら学ぶ。
論文の文体から、図表の表し方などの表現を、演習を通して身につけていくことから始まる。
受講生は各自の論文テーマを決定し、そのためにどのような研究活動が必要か、詳細な研究計画を立てながら、まず1章分を作成し、今後
の研究方向を主体的に決めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200210G9 研究方法論Ａ（後期） 5100 2 カリキュラムにより
異なります。
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13

認知言語学研究の方法(1)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第１部　実証的な認知言語学研究とは何か
　　　　　第１章　実証的な研究法
　　　　　第２章　認知言語学と実証的な研究法

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

14

認知言語学研究の方法(2)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第２部　言語データの収集と分析方法
　　　　　第3章　自作例を使った研究の基礎
　　　　　第4章　コーパスに基づく研究
　　　　　第５章　心理実験・調査による研究

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

11

自然科学的論証の実例
　データをもとに「次の実験」を追体験しながら「論証」の方法
を考えることができる。
　またデータそのものの扱い方、その読み解き方を学修する。　
（V. S. ラマチャンドランほか2011『脳のなかの幽霊』角川文
庫）

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

12

人文科学的論証の実例
　具体的論文を通して、人文科学的方法を言語研究に適用した方
法について具体的・実践的に学ぶ。　（早津恵美子1989「有対他
動詞と無対他動詞の違いについて―意味的な特徴を中心に―」）
これにより「文法知識」だけでなく、「問い－主張－論証」とい
う論文構成を身につけることができる。

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

9

データの収集と分析(2)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第3章　会話コーパスの構築によるコミュニケーション研
究
　　　第4章　内省に基づく意味の研究

アウトライン検証(1)
　ひとつあるいは複数のテーマを設定し、そのテーマのもとで 
アウトラインの作成およびプレゼンテーションを行う。　アウト
ライン作成時に以下の点を注意して作成することにより、実際の
作成時での注意点を学修する。
　　1. 具体的にどのように調査するのか。
　　2. その調査結果からどのような論証ができるのか。
　　3. 論文としての新しい知見は何か。

該当文献を読んでおく（90分）　
発表アウトライン（パワーポイン
ト）を整理しておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

10

データの収集と分析(3)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第12章　音素を発見する方法
　　　第13章　音声の見方
　　　第１６章　漢字の処理と中国語コーパス

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

7

コピペとよばれない論文のために
山口裕之『コピペと言われないレポートの書き方教室』を読みな
がら、論文における「調べたことを書く」姿勢と方法について学
修する。

『コピペと言われないレポートの書
き方教室』を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

8

データの収集と分析(1)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第１章　多量の実例の観察に基づく言語現象の研究
　　　第２章　大規模コーパスに基づくコロケーションの研究

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

6

論証の方法（3）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学ぶ。
　この回は「哲学的方法」について。（永井均1995『翔太と猫の
インサイトの夏休み』から）
これにより「言葉へのこだわり」および「思考の粘っこさ」を体
感し、それらを身につけることができる。

『勝つための論文の書き方』第三回
〜第四回講義を読んでおく（９０
分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）
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履修条件・留意
事項等

 各回の授業で、研究の進捗状況の報告や指定課題は2部ずつプリントアウトしておくこと。

備考欄

その他 0

教科書 授業中に適宜指示する。

参考文献 各自の研究テーマに合わせて適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業準備等授業参加度（確認小テストを含む）40％、演習課題60％。

15

認知言語学研究の方法(3)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第3部　研究例の紹介
　　　　　第6章〜12章までの研究例からピックアップ

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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5

論証の方法（2）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学修する。
　この回はおもに「人文学的方法」について。（シャーロック
ホームズの推理。小池清治2001「夏目漱石はなぜ「夏目嗽石」と
署名したのか」。）
これにより「人文科学的な論証」の方法を身につけることができ
る。

鹿島茂『勝つための論文の書き方』
第一回〜第二回講義、および小池
2001を読んでおく（12０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

3

論文とは何でないか（2）：教科書の作文ダメ夫君のダメレポー
トの例を通して、いかにそれがダメかを延々と説く。
『新版　論文の教室』第4章～第5章　論文の構成（タイトル部分
～参考文献）およびアウトラインの仕上げかたについて学修す
る。
これらの作業を通して、ダメ論文がいかなるのもであるかという
ことを知る。

『新版　論文の教室』第4章～第5章
を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

4

論文のつくりかた：論文は先頭から順に書くものではないことを
指導する。
『新版　論文の教室』第6章　よい「論証」について学ぶ。
論証の方法（1）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学修する。この回はおもに「自
然科学的方法」について。（物理学模擬実験）
これにより「自然科学的に考える」ことができるようになる。

『新版　論文の教室』第6章を読ん
でおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

1

オリエンテーション
　この授業の進めかた、評価の方法、教科書の使いかたなどの説
明を行う。
　論文はエッセイや小説のようなものではなく、家を建てるよう
に骨組から作っていき、肉付けをする方法で書くことを伝える。

入学時の研究計画書を詳細に書き直
しておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

2

論文とは何でないか（1）：教科書の作文ダメ夫君のダメレポー
トの例を通して、いかにそれがダメかを切々と説く。
戸田山和久『新版　論文の教室』第1章～第3章　論文の形式は
「問い」「主張」「論証」という３形式で成り立っていることを
学修する。
また論文の「問い」としてどのようなものが適切かということに
ついて理解することができる。

『新版　論文の教室』第1章～第3章
を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業の中で、問題点とその解決法を指摘する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．論文とは何かを説明できる。
２．レポートも序論・本論・結論の文章構成で考えられるようになる。
３．専門研究分野の書式で参考文献リストが書ける。
４．先行研究を批判的に読むことができる。
５．研究テーマの情報収集に関して、メディアリテラシーをもって適切な分析ができる。

授業の方法

配付印刷物とパワーポイントによる講義と、演習（体験実習としての模擬授業、振り返りと意見交換）を行う。
受講者は各自の修論の研究テーマを決定し、そのテーマに沿って主体的に資料収集し、少しずつ文章化しながら、できたところから指導を
受けていく。

ＩＣＴ活用 メール等を活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

後期

教員氏名 渡部　淳

授業の位置づけ

論文作成および研究者の基盤となる学術レポートや論文完成のための指導科目である。専門領域の学会に投稿できる論文の書き方を基本
に、資料の集め方、データのまとめ方、批判的先行研究の読み方など、研究手法の基本を身につける。「研究方法論B」に続く科目で、
「特別課題研究Ⅰ・Ⅱ」の基礎科目となる。

授業の概要

 受講生の専門研究における研究テーマに向かって、どのように論文を書いていけばよいか、基本的な論文の書き方を演習しながら学ぶ。
論文の文体から、図表の表し方などの表現を、演習を通して身につけていくことから始まる。
受講生は各自の論文テーマを決定し、そのためにどのような研究活動が必要か、詳細な研究計画を立てながら、まず1章分を作成し、今後
の研究方向を主体的に決めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200210GA 研究方法論Ａ（後期） 5100 2 カリキュラムにより
異なります。
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13

認知言語学研究の方法(1)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第１部　実証的な認知言語学研究とは何か
　　　　　第１章　実証的な研究法
　　　　　第２章　認知言語学と実証的な研究法

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

14

認知言語学研究の方法(2)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第２部　言語データの収集と分析方法
　　　　　第3章　自作例を使った研究の基礎
　　　　　第4章　コーパスに基づく研究
　　　　　第５章　心理実験・調査による研究

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

11

自然科学的論証の実例
　データをもとに「次の実験」を追体験しながら「論証」の方法
を考えることができる。
　またデータそのものの扱い方、その読み解き方を学修する。　
（V. S. ラマチャンドランほか2011『脳のなかの幽霊』角川文
庫）

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

12

人文科学的論証の実例
　具体的論文を通して、人文科学的方法を言語研究に適用した方
法について具体的・実践的に学ぶ。　（早津恵美子1989「有対他
動詞と無対他動詞の違いについて―意味的な特徴を中心に―」）
これにより「文法知識」だけでなく、「問い－主張－論証」とい
う論文構成を身につけることができる。

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

9

データの収集と分析(2)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第3章　会話コーパスの構築によるコミュニケーション研
究
　　　第4章　内省に基づく意味の研究

アウトライン検証(1)
　ひとつあるいは複数のテーマを設定し、そのテーマのもとで 
アウトラインの作成およびプレゼンテーションを行う。　アウト
ライン作成時に以下の点を注意して作成することにより、実際の
作成時での注意点を学修する。
　　1. 具体的にどのように調査するのか。
　　2. その調査結果からどのような論証ができるのか。
　　3. 論文としての新しい知見は何か。

該当文献を読んでおく（90分）　
発表アウトライン（パワーポイン
ト）を整理しておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

10

データの収集と分析(3)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第12章　音素を発見する方法
　　　第13章　音声の見方
　　　第１６章　漢字の処理と中国語コーパス

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

7

コピペとよばれない論文のために
山口裕之『コピペと言われないレポートの書き方教室』を読みな
がら、論文における「調べたことを書く」姿勢と方法について学
修する。

『コピペと言われないレポートの書
き方教室』を読んでおく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

8

データの収集と分析(1)
藤村逸子・滝沢直宏編『言語研究の技法　データの収集と分析』
　　　第１章　多量の実例の観察に基づく言語現象の研究
　　　第２章　大規模コーパスに基づくコロケーションの研究

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

6

論証の方法（3）
　論証の方法のうち、「自然科学的方法」「人文科学的方法」
「哲学的方法」について具体的に学ぶ。
　この回は「哲学的方法」について。（永井均1995『翔太と猫の
インサイトの夏休み』から）
これにより「言葉へのこだわり」および「思考の粘っこさ」を体
感し、それらを身につけることができる。

『勝つための論文の書き方』第三回
〜第四回講義を読んでおく（９０
分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）
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履修条件・留意
事項等

 各回の授業で、研究の進捗状況の報告や指定課題は2部ずつプリントアウトしておくこと。

備考欄

その他 0

教科書 授業中に適宜指示する。

参考文献 各自の研究テーマに合わせて適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業準備等授業参加度（確認小テストを含む）40％、演習課題60％。

15

認知言語学研究の方法(3)
辻幸夫監修『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』
　　　第3部　研究例の紹介
　　　　　第6章〜12章までの研究例からピックアップ

該当文献を読んでしっかりと理解し
ておく（90分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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7

論文における結びの役割
結びの構成、全体のまとめの構成をパターンをタスクで演習す
る。

研究テーマの学術論文における参考
文献から、先行研究1冊に目をとお
してこと（90分）

先行研究のうち、少なくても基本理
論（1冊）は熟知しておくようにし
ておくこと（90分）

8

図表や資料に関する表現
図表を用いて、数に関する表現、データ解釈の提示表現パターン
を学ぶ。
どのような図、表を作成すれば本論の論拠が明確になるか、受講
者同士で評価しあう。

論文テーマに関して収集した資料か
ら、視覚的な図、表を選んでおく
（90分）

各自の研究テーマ資料のうち、最小
一つは図や表にしておく（90分）

5

論の展開方法
データ積み上げ型、結論先取り型による論を展開する方法にした
がって、各自の論文がどんな論拠提示が可能かを想定し、演習す
る。

各自の論文テーマの構成を完成して
おく（90分）

論文テーマが決定していない院生
は、いくつかを候補として選び、
ネット等で資料集が可能かどうか
チェックしておくこと（90分）

6

データ収集のしかた
図書館において、先行研究の集め方、データの集め方のガイダン
スを受け、実際に学術論文の検索をし、各自の論文テーマが「修
論」として作成可能なものかを考察する。

論文テーマに関する資料収集での問
題点を確認しておくこと（90分）

研究テーマに関する学術論文をでき
るだけ多く集め、精読しておくこと
（90分以上）

3

本論の役割
先行研究ー問題提起―方向付け―全体の予告のパターンで序論を
書くことを確認する。
ここでは本論の構成として、論拠提示―結論提示―行動提示パ
ターンを実際の論文から分析する。

各自の論文テーマを絞り、まず、
ネットで先行研究を調べておく（90
分）

論拠を示すときの事実（データ）と
意見の分け方の表現の違い、事柄
データの文章表現が使えるようにし
ておくこと（90分）

4

本論の書き方
各自の論文テーマに関する事実提示におけるデータ解釈の文型パ
ターンにしたがって、事柄データから考察表現までの演習を行
う。

各自の論文テーマに関する資料を3
つ以上集めておくこと（90分）

論文テーマに関するデータをできる
だけ多く収集しておくこと（90分）

1

論文とは
論文を書くときに留意する文体、誰に向かって書くのか、論文の
構成を実物の修士論文を手にとって考えていく。

入学時の研究計画書を詳細に書き直
しておく（90分）

研究テーマの見直しをしておく（90
分）

2

論文の基本的な構成
序・本・結論の役割のうち、序論の役割について演習する。受講
者は論文モデルに基づいて、各自の研究テーマに沿った、背景説
明、先行研究の紹介、問題提起の手法を模倣してみる。

各自の論文テーマをいくつか考え、
テーマを絞っておくこと（90分）

各自の研究テーマで、論文の目的、
方向付けを考えておく（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業の中で、問題点とその解決法を指摘する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．論文とは何かを説明できる。
２．レポートも序論・本論・結論の文章構成で考えられるようになる。
３．専門研究分野の書式で参考文献リストが書ける。
４．先行研究を批判的に読むことができる。
５．研究テーマの情報収集に関して、メディアリテラシーをもって適切な分析ができる。
6. パワーポイントによる発表ができる。

授業の方法

配付印刷物とパワーポイントによる講義と、演習（体験実習としての模擬授業、振り返りと意見交換）を行う。
受講者は各自の修論の研究テーマを決定し、そのテーマに沿って主体的に資料収集し、少しずつ文章化しながら、できたところから指導を
受けていく。
受講者は適宜発表をパワーポイントで行う。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 Richardson Peter

授業の位置づけ

論文作成および研究者の基盤となる学術レポートや論文完成のための指導科目である。専門領域の学会に投稿できる論文の書き方を基本
に、資料の集め方、データのまとめ方、批判的先行研究の読み方など、研究手法の基本を身につける。
「研究方法論A」を承ける科目で、「特別課題研究Ⅰ・Ⅱ」の基礎科目となる。

授業の概要

受講生の専門研究における研究テーマに向かって、どのように論文を書いていけばよいか、基本的な論文の書き方を演習しながら学ぶ。
論文の文体から、図表の表し方などの表現を、演習を通して身につけていくことから始まる。
受講生は各自の論文テーマを決定し、そのためにどのような研究活動が必要か、詳細な研究計画を立てながら、まず1章分を作成し、今後
の研究方向を主体的に決めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200570G1 研究方法論Ｂ（前期） 5150 2 1
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履修条件・留意
事項等

各回の授業で、研究の進捗状況の報告や指定課題は2部ずつプリントアウトしておくこと。

備考欄

その他 0 学会水準に達しているかどうか。

教科書 論文ワークブック／浜田麻里ほか／くろしお出版、ほか研究領域に関する論文形式を適宜紹介する。

参考文献 各自の研究テーマに合わせて適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各自の研究テーマに関する先行研究に関するレポート60％、演習課題40％。

15

論文の本論作成
論文の1章分を提出し、指導を受ける。
その1章分がどの位置になるか論文の構成を再考する。

これまでの先行研究をまとめ、本論
に引用できるようにしておくこと
（90分）

先行研究レポートを指定期日までに
提出すること（90分以上）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

参考文献の表し方
言語学や社会学、心理学分野の学会の投稿規定を比較し、各自の
研究テーマ分野の学会指定による参考文献・引用文献リストの書
き方を演習する。

研究テーマ領域の学会誌を読んでお
くこと（90分）

論文で使用予定の参考・引用文献リ
ストを作成しておくこと（90分）

14

論文の本論「仮」作成
本論の構成を決め、1章分（2節以上）を書いてみる。書いた論文
は指導を受け、改善すること。

先行研究を客観的に読み直し、論文
に引用できる部分を文字化しておく
こと（90分）

論文のメインとなる部分は何かを熟
考しておくこと（90分）

11

研究テーマの先行研究をまとめる
先行研究への意見、反論等も含めて、先行研究をレポートにまと
める。
各回、そのレポートの指導を受け、筆者の論点を書き加え序論ま
たは本論へつなげていく。

研究テーマの仮説を立証できる資料
を収集しておくこと（90分）

先行研究のレポートを作成していく
と同時に、関連資料をどんどん収集
しておく（90分）

12

先行研究のまとめ
これまでの先行研究レポートを整理し、研究テーマの関連性を話
し合いながら再考する。
論文のテーマ変更はこの時期に決定しておくこと。

研究テーマの仮説を裏付ける資料の
整理、調査が必要な問題を考えてお
くこと（90分）

先行研究レポートをどんどん進め、
できるだけ多くの文献にあたり、引
用できる部分を文書化しておくこと
（90分）

9

資料・調査に関する表現
資料の提示の仕方として、例をあげる、対比する、注目させる、
推論を示す、結論の補強に関するモデルを演習を通して、どのよ
うな表現があるかを学ぶ。
調査が必要な場合は、アンケートの仕方やデータのまとめ方をモ
デルから模倣してみる。

収集した資料のうち、類似したデー
タ資料を対比しておくこと（90分）

アンケート調査をする場合は、質問
項目の有効性を分析しておくこと。
またデータの解析方法も決めておく
こと（90分）

10

研究テーマに関する先行研究を書き始める
先行研究への意見、反論等も含めて、一般的な理論等の先行研究
をレポートにまとめる。
各回、そのレポートの指導を受け、筆者の論点を書き加えてい
く。

研究テーマの仮説をたてておくこと
（90分）

先行研究のレポートを作成していく
（90分以上）
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7

論文における結びの役割
結びの構成、全体のまとめの構成をパターンをタスクで演習す
る。

研究テーマの学術論文における参考
文献から、先行研究1冊に目をとお
してこと（90分）

先行研究のうち、少なくても基本理
論（1冊）は熟知しておくようにし
ておくこと（90分）

8

図表や資料に関する表現
図表を用いて、数に関する表現、データ解釈の提示表現パターン
を学ぶ。
どのような図、表を作成すれば本論の論拠が明確になるか、受講
者同士で評価しあう。

論文テーマに関して収集した資料か
ら、視覚的な図、表を選んでおく
（90分）

各自の研究テーマ資料のうち、最小
一つは図や表にしておく（90分）

5

論の展開方法
データ積み上げ型、結論先取り型による論を展開する方法にした
がって、各自の論文がどんな論拠提示が可能かを想定し、演習す
る。

各自の論文テーマの構成を完成して
おく（90分）

論文テーマが決定していない院生
は、いくつかを候補として選び、
ネット等で資料集が可能かどうか
チェックしておくこと（90分）

6

データ収集のしかた
図書館において、先行研究の集め方、データの集め方のガイダン
スを受け、実際に学術論文の検索をし、各自の論文テーマが「修
論」として作成可能なものかを考察する。

論文テーマに関する資料収集での問
題点を確認しておくこと（90分）

研究テーマに関する学術論文をでき
るだけ多く集め、精読しておくこと
（90分以上）

3

本論の役割
先行研究ー問題提起―方向付け―全体の予告のパターンで序論を
書くことを確認する。
ここでは本論の構成として、論拠提示―結論提示―行動提示パ
ターンを実際の論文から分析する。

各自の論文テーマを絞り、まず、
ネットで先行研究を調べておく（90
分）

論拠を示すときの事実（データ）と
意見の分け方の表現の違い、事柄
データの文章表現が使えるようにし
ておくこと（90分）

4

本論の書き方
各自の論文テーマに関する事実提示におけるデータ解釈の文型パ
ターンにしたがって、事柄データから考察表現までの演習を行
う。

各自の論文テーマに関する資料を3
つ以上集めておくこと（90分）

論文テーマに関するデータをできる
だけ多く収集しておくこと（90分）

1

論文とは
論文を書くときに留意する文体、誰に向かって書くのか、論文の
構成を実物の修士論文を手にとって考えていく。

入学時の研究計画書を詳細に書き直
しておく（90分）

研究テーマの見直しをしておく（90
分）

2

論文の基本的な構成
序・本・結論の役割のうち、序論の役割について演習する。受講
者は論文モデルに基づいて、各自の研究テーマに沿った、背景説
明、先行研究の紹介、問題提起の手法を模倣してみる。

各自の論文テーマをいくつか考え、
テーマを絞っておくこと（90分）

各自の研究テーマで、論文の目的、
方向付けを考えておく（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業の中で、問題点とその解決法を指摘する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．論文とは何かを説明できる。
２．レポートも序論・本論・結論の文章構成で考えられるようになる。
３．専門研究分野の書式で参考文献リストが書ける。
４．先行研究を批判的に読むことができる。
５．研究テーマの情報収集に関して、メディアリテラシーをもって適切な分析ができる。
6. パワーポイントによる発表ができる。

授業の方法

配付印刷物とパワーポイントによる講義と、演習（体験実習としての模擬授業、振り返りと意見交換）を行う。
受講者は各自の修論の研究テーマを決定し、そのテーマに沿って主体的に資料収集し、少しずつ文章化しながら、できたところから指導を
受けていく。
受講者は適宜発表をパワーポイントで行う。

ＩＣＴ活用 メール等を活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

前期

教員氏名 岡本　佐智子

授業の位置づけ

論文作成および研究者の基盤となる学術レポートや論文完成のための指導科目である。専門領域の学会に投稿できる論文の書き方を基本
に、資料の集め方、データのまとめ方、批判的先行研究の読み方など、研究手法の基本を身につける。（知識・技能）
「研究方法論A」を承ける科目で、「特別課題研究Ⅰ・Ⅱ」の基礎科目となる。

授業の概要

 受講生の専門研究における研究テーマに向かって、どのように論文を書いていけばよいか、基本的な論文の書き方を演習しながら学ぶ。
論文の文体から、図表の表し方などの表現を、演習を通して身につけていくことから始まる。
受講生は各自の論文テーマを決定し、そのためにどのような研究活動が必要か、詳細な研究計画を立てながら、まず1章分を作成し、今後
の研究方向を主体的に決めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200570G2 研究方法論Ｂ（前期） 5150 2 1
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履修条件・留意
事項等

 各回の授業で、研究の進捗状況の報告や指定課題は2部ずつプリントアウトしておくこと。

備考欄

その他 0 　学会水準に達しているかどうか。

教科書 論文ワークブック／浜田麻里ほか／くろしお出版、ほか研究領域に関する論文形式を適宜紹介する。

参考文献 各自の研究テーマに合わせて適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各自の研究テーマに関する先行研究に関するレポート60％、演習課題40％。

15

論文の本論作成
論文の1章分を提出し、指導を受ける。
その1章分がどの位置になるか論文の構成を再考する。

これまでの先行研究をまとめ、本論
に引用できるようにしておくこと
（90分）

先行研究レポートを指定期日までに
提出すること（90分以上）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

参考文献の表し方
言語学や社会学、心理学分野の学会の投稿規定を比較し、各自の
研究テーマ分野の学会指定による参考文献・引用文献リストの書
き方を演習する。

研究テーマ領域の学会誌を読んでお
くこと（90分）

論文で使用予定の参考・引用文献リ
ストを作成しておくこと（90分）

14

論文の本論「仮」作成
本論の構成を決め、1章分（2節以上）を書いてみる。書いた論文
は指導を受け、改善すること。

先行研究を客観的に読み直し、論文
に引用できる部分を文字化しておく
こと（90分）

論文のメインとなる部分は何かを熟
考しておくこと（90分）

11

 研究テーマの先行研究をまとめる
先行研究への意見、反論等も含めて、先行研究をレポートにまと
める。
各回、そのレポートの指導を受け、筆者の論点を書き加え序論ま
たは本論へつなげていく。

研究テーマの仮説を立証できる資料
を収集しておくこと（90分）

先行研究のレポートを作成していく
と同時に、関連資料をどんどん収集
しておく（90分）

12

先行研究のまとめ
これまでの先行研究レポートを整理し、研究テーマの関連性を話
し合いながら再考する。
論文のテーマ変更はこの時期に決定しておくこと。

研究テーマの仮説を裏付ける資料の
整理、調査が必要な問題を考えてお
くこと（90分）

先行研究レポートをどんどん進め、
できるだけ多くの文献にあたり、引
用できる部分を文書化しておくこと
（90分）

9

資料・調査に関する表現
資料の提示の仕方として、例をあげる、対比する、注目させる、
推論を示す、結論の補強に関するモデルを演習を通して、どのよ
うな表現があるかを学ぶ。
調査が必要な場合は、アンケートの仕方やデータのまとめ方をモ
デルから模倣してみる。

収集した資料のうち、類似したデー
タ資料を対比しておくこと（90分）

アンケート調査をする場合は、質問
項目の有効性を分析しておくこと。
またデータの解析方法も決めておく
こと（90分）

10

研究テーマに関する先行研究を書き始める
先行研究への意見、反論等も含めて、一般的な理論等の先行研究
をレポートにまとめる。
各回、そのレポートの指導を受け、筆者の論点を書き加えてい
く。

研究テーマの仮説をたてておくこと
（90分）

先行研究のレポートを作成していく
（90分以上）
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7

論文における結びの役割
結びの構成、全体のまとめの構成をパターンをタスクで演習す
る。

研究テーマの学術論文における参考
文献から、先行研究1冊に目をとお
してこと（90分）

先行研究のうち、少なくても基本理
論（1冊）は熟知しておくようにし
ておくこと（90分）

8

図表や資料に関する表現
図表を用いて、数に関する表現、データ解釈の提示表現パターン
を学ぶ。
どのような図、表を作成すれば本論の論拠が明確になるか、受講
者同士で評価しあう。

論文テーマに関して収集した資料か
ら、視覚的な図、表を選んでおく
（90分）

各自の研究テーマ資料のうち、最小
一つは図や表にしておく（90分）

5

論の展開方法
データ積み上げ型、結論先取り型による論を展開する方法にした
がって、各自の論文がどんな論拠提示が可能かを想定し、演習す
る。

各自の論文テーマの構成を完成して
おく（90分）

論文テーマが決定していない院生
は、いくつかを候補として選び、
ネット等で資料集が可能かどうか
チェックしておくこと（90分）

6

データ収集のしかた
図書館において、先行研究の集め方、データの集め方のガイダン
スを受け、実際に学術論文の検索をし、各自の論文テーマが「修
論」として作成可能なものかを考察する。

論文テーマに関する資料収集での問
題点を確認しておくこと（90分）

研究テーマに関する学術論文をでき
るだけ多く集め、精読しておくこと
（90分以上）

3

本論の役割
先行研究ー問題提起―方向付け―全体の予告のパターンで序論を
書くことを確認する。
ここでは本論の構成として、論拠提示―結論提示―行動提示パ
ターンを実際の論文から分析する。

各自の論文テーマを絞り、まず、
ネットで先行研究を調べておく（90
分）

論拠を示すときの事実（データ）と
意見の分け方の表現の違い、事柄
データの文章表現が使えるようにし
ておくこと（90分）

4

本論の書き方
各自の論文テーマに関する事実提示におけるデータ解釈の文型パ
ターンにしたがって、事柄データから考察表現までの演習を行
う。

各自の論文テーマに関する資料を3
つ以上集めておくこと（90分）

論文テーマに関するデータをできる
だけ多く収集しておくこと（90分）

1

論文とは
論文を書くときに留意する文体、誰に向かって書くのか、論文の
構成を実物の修士論文を手にとって考えていく。

入学時の研究計画書を詳細に書き直
しておく（90分）

研究テーマの見直しをしておく（90
分）

2

論文の基本的な構成
序・本・結論の役割のうち、序論の役割について演習する。受講
者は論文モデルに基づいて、各自の研究テーマに沿った、背景説
明、先行研究の紹介、問題提起の手法を模倣してみる。

各自の論文テーマをいくつか考え、
テーマを絞っておくこと（90分）

各自の研究テーマで、論文の目的、
方向付けを考えておく（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業の中で、問題点とその解決法を指摘する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．論文とは何かを説明できる。
２．レポートも序論・本論・結論の文章構成で考えられるようになる。
３．専門研究分野の書式で参考文献リストが書ける。
４．先行研究を批判的に読むことができる。
５．研究テーマの情報収集に関して、メディアリテラシーをもって適切な分析ができる。
6. パワーポイントによる発表ができる。

授業の方法

配付印刷物とパワーポイントによる講義と、演習（体験実習としての模擬授業、振り返りと意見交換）を行う。
受講者は各自の修論の研究テーマを決定し、そのテーマに沿って主体的に資料収集し、少しずつ文章化しながら、できたところから指導を
受けていく。
受講者は適宜発表をパワーポイントで行う。

ＩＣＴ活用 メール等を活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

前期

教員氏名 小西　正人

授業の位置づけ

論文作成および研究者の基盤となる学術レポートや論文完成のための指導科目である。専門領域の学会に投稿できる論文の書き方を基本
に、資料の集め方、データのまとめ方、批判的先行研究の読み方など、研究手法の基本を身につける。
「研究方法論A」を承ける科目で、「特別課題研究Ⅰ・Ⅱ」の基礎科目となる。

授業の概要

 受講生の専門研究における研究テーマに向かって、どのように論文を書いていけばよいか、基本的な論文の書き方を演習しながら学ぶ。
論文の文体から、図表の表し方などの表現を、演習を通して身につけていくことから始まる。
受講生は各自の論文テーマを決定し、そのためにどのような研究活動が必要か、詳細な研究計画を立てながら、まず1章分を作成し、今後
の研究方向を主体的に決めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200570G3 研究方法論Ｂ（前期） 5150 2 1
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履修条件・留意
事項等

 各回の授業で、研究の進捗状況の報告や指定課題は2部ずつプリントアウトしておくこと。

備考欄

その他 0 　学会水準に達しているかどうか。

教科書 論文ワークブック／浜田麻里ほか／くろしお出版、ほか研究領域に関する論文形式を適宜紹介する。

参考文献 各自の研究テーマに合わせて適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各自の研究テーマに関する先行研究に関するレポート60％、演習課題40％。

15

論文の本論作成
論文の1章分を提出し、指導を受ける。
その1章分がどの位置になるか論文の構成を再考する。

これまでの先行研究をまとめ、本論
に引用できるようにしておくこと
（90分）

先行研究レポートを指定期日までに
提出すること（90分以上）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

参考文献の表し方
言語学や社会学、心理学分野の学会の投稿規定を比較し、各自の
研究テーマ分野の学会指定による参考文献・引用文献リストの書
き方を演習する。

研究テーマ領域の学会誌を読んでお
くこと（90分）

論文で使用予定の参考・引用文献リ
ストを作成しておくこと（90分）

14

論文の本論「仮」作成
本論の構成を決め、1章分（2節以上）を書いてみる。書いた論文
は指導を受け、改善すること。

先行研究を客観的に読み直し、論文
に引用できる部分を文字化しておく
こと（90分）

論文のメインとなる部分は何かを熟
考しておくこと（90分）

11

 研究テーマの先行研究をまとめる
先行研究への意見、反論等も含めて、先行研究をレポートにまと
める。
各回、そのレポートの指導を受け、筆者の論点を書き加え序論ま
たは本論へつなげていく。

研究テーマの仮説を立証できる資料
を収集しておくこと（90分）

先行研究のレポートを作成していく
と同時に、関連資料をどんどん収集
しておく（90分）

12

先行研究のまとめ
これまでの先行研究レポートを整理し、研究テーマの関連性を話
し合いながら再考する。
論文のテーマ変更はこの時期に決定しておくこと。

研究テーマの仮説を裏付ける資料の
整理、調査が必要な問題を考えてお
くこと（90分）

先行研究レポートをどんどん進め、
できるだけ多くの文献にあたり、引
用できる部分を文書化しておくこと
（90分）

9

資料・調査に関する表現
資料の提示の仕方として、例をあげる、対比する、注目させる、
推論を示す、結論の補強に関するモデルを演習を通して、どのよ
うな表現があるかを学ぶ。
調査が必要な場合は、アンケートの仕方やデータのまとめ方をモ
デルから模倣してみる。

収集した資料のうち、類似したデー
タ資料を対比しておくこと（90分）

アンケート調査をする場合は、質問
項目の有効性を分析しておくこと。
またデータの解析方法も決めておく
こと（90分）

10

研究テーマに関する先行研究を書き始める
先行研究への意見、反論等も含めて、一般的な理論等の先行研究
をレポートにまとめる。
各回、そのレポートの指導を受け、筆者の論点を書き加えてい
く。

研究テーマの仮説をたてておくこと
（90分）

先行研究のレポートを作成していく
（90分以上）
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7

論文における結びの役割
結びの構成、全体のまとめの構成をパターンをタスクで演習す
る。

研究テーマの学術論文における参考
文献から、先行研究1冊に目をとお
してこと（90分）

先行研究のうち、少なくても基本理
論（1冊）は熟知しておくようにし
ておくこと（90分）

8

図表や資料に関する表現
図表を用いて、数に関する表現、データ解釈の提示表現パターン
を学ぶ。
どのような図、表を作成すれば本論の論拠が明確になるか、受講
者同士で評価しあう。

論文テーマに関して収集した資料か
ら、視覚的な図、表を選んでおく
（90分）

各自の研究テーマ資料のうち、最小
一つは図や表にしておく（90分）

5

論の展開方法
データ積み上げ型、結論先取り型による論を展開する方法にした
がって、各自の論文がどんな論拠提示が可能かを想定し、演習す
る。

各自の論文テーマの構成を完成して
おく（90分）

論文テーマが決定していない院生
は、いくつかを候補として選び、
ネット等で資料集が可能かどうか
チェックしておくこと（90分）

6

データ収集のしかた
図書館において、先行研究の集め方、データの集め方のガイダン
スを受け、実際に学術論文の検索をし、各自の論文テーマが「修
論」として作成可能なものかを考察する。

論文テーマに関する資料収集での問
題点を確認しておくこと（90分）

研究テーマに関する学術論文をでき
るだけ多く集め、精読しておくこと
（90分以上）

3

本論の役割
先行研究ー問題提起―方向付け―全体の予告のパターンで序論を
書くことを確認する。
ここでは本論の構成として、論拠提示―結論提示―行動提示パ
ターンを実際の論文から分析する。

各自の論文テーマを絞り、まず、
ネットで先行研究を調べておく（90
分）

論拠を示すときの事実（データ）と
意見の分け方の表現の違い、事柄
データの文章表現が使えるようにし
ておくこと（90分）

4

本論の書き方
各自の論文テーマに関する事実提示におけるデータ解釈の文型パ
ターンにしたがって、事柄データから考察表現までの演習を行
う。

各自の論文テーマに関する資料を3
つ以上集めておくこと（90分）

論文テーマに関するデータをできる
だけ多く収集しておくこと（90分）

1

論文とは
論文を書くときに留意する文体、誰に向かって書くのか、論文の
構成を実物の修士論文を手にとって考えていく。

入学時の研究計画書を詳細に書き直
しておく（90分）

研究テーマの見直しをしておく（90
分）

2

論文の基本的な構成
序・本・結論の役割のうち、序論の役割について演習する。受講
者は論文モデルに基づいて、各自の研究テーマに沿った、背景説
明、先行研究の紹介、問題提起の手法を模倣してみる。

各自の論文テーマをいくつか考え、
テーマを絞っておくこと（90分）

各自の研究テーマで、論文の目的、
方向付けを考えておく（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業の中で、問題点とその解決法を指摘する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．論文とは何かを説明できる。
２．レポートも序論・本論・結論の文章構成で考えられるようになる。
３．専門研究分野の書式で参考文献リストが書ける。
４．先行研究を批判的に読むことができる。
５．研究テーマの情報収集に関して、メディアリテラシーをもって適切な分析ができる。
6. パワーポイントによる発表ができる。

授業の方法

配付印刷物とパワーポイントによる講義と、演習（体験実習としての模擬授業、振り返りと意見交換）を行う。
受講者は各自の修論の研究テーマを決定し、そのテーマに沿って主体的に資料収集し、少しずつ文章化しながら、できたところから指導を
受けていく。
受講者は適宜発表をパワーポイントで行う。

ＩＣＴ活用 メール等を活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

前期

教員氏名 高橋　保夫

授業の位置づけ

論文作成および研究者の基盤となる学術レポートや論文完成のための指導科目である。専門領域の学会に投稿できる論文の書き方を基本
に、資料の集め方、データのまとめ方、批判的先行研究の読み方など、研究手法の基本を身につける。
「研究方法論A」を承ける科目で、「特別課題研究Ⅰ・Ⅱ」の基礎科目となる。

授業の概要

 受講生の専門研究における研究テーマに向かって、どのように論文を書いていけばよいか、基本的な論文の書き方を演習しながら学ぶ。
論文の文体から、図表の表し方などの表現を、演習を通して身につけていくことから始まる。
受講生は各自の論文テーマを決定し、そのためにどのような研究活動が必要か、詳細な研究計画を立てながら、まず1章分を作成し、今後
の研究方向を主体的に決めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200570G4 研究方法論Ｂ（前期） 5150 2 1
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北海道文教大学　2022年度　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

 各回の授業で、研究の進捗状況の報告や指定課題は2部ずつプリントアウトしておくこと。

備考欄

その他 0 　学会水準に達しているかどうか。

教科書 論文ワークブック／浜田麻里ほか／くろしお出版、ほか研究領域に関する論文形式を適宜紹介する。

参考文献 各自の研究テーマに合わせて適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各自の研究テーマに関する先行研究に関するレポート60％、演習課題40％。

15

論文の本論作成
論文の1章分を提出し、指導を受ける。
その1章分がどの位置になるか論文の構成を再考する。

これまでの先行研究をまとめ、本論
に引用できるようにしておくこと
（90分）

先行研究レポートを指定期日までに
提出すること（90分以上）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

参考文献の表し方
言語学や社会学、心理学分野の学会の投稿規定を比較し、各自の
研究テーマ分野の学会指定による参考文献・引用文献リストの書
き方を演習する。

研究テーマ領域の学会誌を読んでお
くこと（90分）

論文で使用予定の参考・引用文献リ
ストを作成しておくこと（90分）

14

論文の本論「仮」作成
本論の構成を決め、1章分（2節以上）を書いてみる。書いた論文
は指導を受け、改善すること。

先行研究を客観的に読み直し、論文
に引用できる部分を文字化しておく
こと（90分）

論文のメインとなる部分は何かを熟
考しておくこと（90分）

11

 研究テーマの先行研究をまとめる
先行研究への意見、反論等も含めて、先行研究をレポートにまと
める。
各回、そのレポートの指導を受け、筆者の論点を書き加え序論ま
たは本論へつなげていく。

研究テーマの仮説を立証できる資料
を収集しておくこと（90分）

先行研究のレポートを作成していく
と同時に、関連資料をどんどん収集
しておく（90分）

12

先行研究のまとめ
これまでの先行研究レポートを整理し、研究テーマの関連性を話
し合いながら再考する。
論文のテーマ変更はこの時期に決定しておくこと。

研究テーマの仮説を裏付ける資料の
整理、調査が必要な問題を考えてお
くこと（90分）

先行研究レポートをどんどん進め、
できるだけ多くの文献にあたり、引
用できる部分を文書化しておくこと
（90分）

9

資料・調査に関する表現
資料の提示の仕方として、例をあげる、対比する、注目させる、
推論を示す、結論の補強に関するモデルを演習を通して、どのよ
うな表現があるかを学ぶ。
調査が必要な場合は、アンケートの仕方やデータのまとめ方をモ
デルから模倣してみる。

収集した資料のうち、類似したデー
タ資料を対比しておくこと（90分）

アンケート調査をする場合は、質問
項目の有効性を分析しておくこと。
またデータの解析方法も決めておく
こと（90分）

10

研究テーマに関する先行研究を書き始める
先行研究への意見、反論等も含めて、一般的な理論等の先行研究
をレポートにまとめる。
各回、そのレポートの指導を受け、筆者の論点を書き加えてい
く。

研究テーマの仮説をたてておくこと
（90分）

先行研究のレポートを作成していく
（90分以上）
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7

論文における結びの役割
結びの構成、全体のまとめの構成をパターンをタスクで演習す
る。

研究テーマの学術論文における参考
文献から、先行研究1冊に目をとお
してこと（90分）

先行研究のうち、少なくても基本理
論（1冊）は熟知しておくようにし
ておくこと（90分）

8

図表や資料に関する表現
図表を用いて、数に関する表現、データ解釈の提示表現パターン
を学ぶ。
どのような図、表を作成すれば本論の論拠が明確になるか、受講
者同士で評価しあう。

論文テーマに関して収集した資料か
ら、視覚的な図、表を選んでおく
（90分）

各自の研究テーマ資料のうち、最小
一つは図や表にしておく（90分）

5

論の展開方法
データ積み上げ型、結論先取り型による論を展開する方法にした
がって、各自の論文がどんな論拠提示が可能かを想定し、演習す
る。

各自の論文テーマの構成を完成して
おく（90分）

論文テーマが決定していない院生
は、いくつかを候補として選び、
ネット等で資料集が可能かどうか
チェックしておくこと（90分）

6

データ収集のしかた
図書館において、先行研究の集め方、データの集め方のガイダン
スを受け、実際に学術論文の検索をし、各自の論文テーマが「修
論」として作成可能なものかを考察する。

論文テーマに関する資料収集での問
題点を確認しておくこと（90分）

研究テーマに関する学術論文をでき
るだけ多く集め、精読しておくこと
（90分以上）

3

本論の役割
先行研究ー問題提起―方向付け―全体の予告のパターンで序論を
書くことを確認する。
ここでは本論の構成として、論拠提示―結論提示―行動提示パ
ターンを実際の論文から分析する。

各自の論文テーマを絞り、まず、
ネットで先行研究を調べておく（90
分）

論拠を示すときの事実（データ）と
意見の分け方の表現の違い、事柄
データの文章表現が使えるようにし
ておくこと（90分）

4

本論の書き方
各自の論文テーマに関する事実提示におけるデータ解釈の文型パ
ターンにしたがって、事柄データから考察表現までの演習を行
う。

各自の論文テーマに関する資料を3
つ以上集めておくこと（90分）

論文テーマに関するデータをできる
だけ多く収集しておくこと（90分）

1

論文とは
論文を書くときに留意する文体、誰に向かって書くのか、論文の
構成を実物の修士論文を手にとって考えていく。

入学時の研究計画書を詳細に書き直
しておく（90分）

研究テーマの見直しをしておく（90
分）

2

論文の基本的な構成
序・本・結論の役割のうち、序論の役割について演習する。受講
者は論文モデルに基づいて、各自の研究テーマに沿った、背景説
明、先行研究の紹介、問題提起の手法を模倣してみる。

各自の論文テーマをいくつか考え、
テーマを絞っておくこと（90分）

各自の研究テーマで、論文の目的、
方向付けを考えておく（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業の中で、問題点とその解決法を指摘する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．論文とは何かを説明できる。
２．レポートも序論・本論・結論の文章構成で考えられるようになる。
３．専門研究分野の書式で参考文献リストが書ける。
４．先行研究を批判的に読むことができる。
５．研究テーマの情報収集に関して、メディアリテラシーをもって適切な分析ができる。
6. パワーポイントによる発表ができる。

授業の方法

配付印刷物とパワーポイントによる講義と、演習（体験実習としての模擬授業、振り返りと意見交換）を行う。
受講者は各自の修論の研究テーマを決定し、そのテーマに沿って主体的に資料収集し、少しずつ文章化しながら、できたところから指導を
受けていく。
受講者は適宜発表をパワーポイントで行う。

ＩＣＴ活用 メール等を活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

前期

教員氏名 渡部　淳

授業の位置づけ

論文作成および研究者の基盤となる学術レポートや論文完成のための指導科目である。専門領域の学会に投稿できる論文の書き方を基本
に、資料の集め方、データのまとめ方、批判的先行研究の読み方など、研究手法の基本を身につける。
「研究方法論A」を承ける科目で、「特別課題研究Ⅰ・Ⅱ」の基礎科目となる。

授業の概要

 受講生の専門研究における研究テーマに向かって、どのように論文を書いていけばよいか、基本的な論文の書き方を演習しながら学ぶ。
論文の文体から、図表の表し方などの表現を、演習を通して身につけていくことから始まる。
受講生は各自の論文テーマを決定し、そのためにどのような研究活動が必要か、詳細な研究計画を立てながら、まず1章分を作成し、今後
の研究方向を主体的に決めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200570G5 研究方法論Ｂ（前期） 5150 2 1
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北海道文教大学　2022年度　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

 各回の授業で、研究の進捗状況の報告や指定課題は2部ずつプリントアウトしておくこと。

備考欄

その他 0 　学会水準に達しているかどうか。

教科書 論文ワークブック／浜田麻里ほか／くろしお出版、ほか研究領域に関する論文形式を適宜紹介する。

参考文献 各自の研究テーマに合わせて適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各自の研究テーマに関する先行研究に関するレポート60％、演習課題40％。

15

論文の本論作成
論文の1章分を提出し、指導を受ける。
その1章分がどの位置になるか論文の構成を再考する。

これまでの先行研究をまとめ、本論
に引用できるようにしておくこと
（90分）

先行研究レポートを指定期日までに
提出すること（90分以上）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

参考文献の表し方
言語学や社会学、心理学分野の学会の投稿規定を比較し、各自の
研究テーマ分野の学会指定による参考文献・引用文献リストの書
き方を演習する。

研究テーマ領域の学会誌を読んでお
くこと（90分）

論文で使用予定の参考・引用文献リ
ストを作成しておくこと（90分）

14

論文の本論「仮」作成
本論の構成を決め、1章分（2節以上）を書いてみる。書いた論文
は指導を受け、改善すること。

先行研究を客観的に読み直し、論文
に引用できる部分を文字化しておく
こと（90分）

論文のメインとなる部分は何かを熟
考しておくこと（90分）

11

 研究テーマの先行研究をまとめる
先行研究への意見、反論等も含めて、先行研究をレポートにまと
める。
各回、そのレポートの指導を受け、筆者の論点を書き加え序論ま
たは本論へつなげていく。

研究テーマの仮説を立証できる資料
を収集しておくこと（90分）

先行研究のレポートを作成していく
と同時に、関連資料をどんどん収集
しておく（90分）

12

先行研究のまとめ
これまでの先行研究レポートを整理し、研究テーマの関連性を話
し合いながら再考する。
論文のテーマ変更はこの時期に決定しておくこと。

研究テーマの仮説を裏付ける資料の
整理、調査が必要な問題を考えてお
くこと（90分）

先行研究レポートをどんどん進め、
できるだけ多くの文献にあたり、引
用できる部分を文書化しておくこと
（90分）

9

資料・調査に関する表現
資料の提示の仕方として、例をあげる、対比する、注目させる、
推論を示す、結論の補強に関するモデルを演習を通して、どのよ
うな表現があるかを学ぶ。
調査が必要な場合は、アンケートの仕方やデータのまとめ方をモ
デルから模倣してみる。

収集した資料のうち、類似したデー
タ資料を対比しておくこと（90分）

アンケート調査をする場合は、質問
項目の有効性を分析しておくこと。
またデータの解析方法も決めておく
こと（90分）

10

研究テーマに関する先行研究を書き始める
先行研究への意見、反論等も含めて、一般的な理論等の先行研究
をレポートにまとめる。
各回、そのレポートの指導を受け、筆者の論点を書き加えてい
く。

研究テーマの仮説をたてておくこと
（90分）

先行研究のレポートを作成していく
（90分以上）
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7

論文における結びの役割
結びの構成、全体のまとめの構成をパターンをタスクで演習す
る。

研究テーマの学術論文における参考
文献から、先行研究1冊に目をとお
してこと（90分）

先行研究のうち、少なくても基本理
論（1冊）は熟知しておくようにし
ておくこと（90分）

8

図表や資料に関する表現
図表を用いて、数に関する表現、データ解釈の提示表現パターン
を学ぶ。
どのような図、表を作成すれば本論の論拠が明確になるか、受講
者同士で評価しあう。

論文テーマに関して収集した資料か
ら、視覚的な図、表を選んでおく
（90分）

各自の研究テーマ資料のうち、最小
一つは図や表にしておく（90分）

5

論の展開方法
データ積み上げ型、結論先取り型による論を展開する方法にした
がって、各自の論文がどんな論拠提示が可能かを想定し、演習す
る。

各自の論文テーマの構成を完成して
おく（90分）

論文テーマが決定していない院生
は、いくつかを候補として選び、
ネット等で資料集が可能かどうか
チェックしておくこと（90分）

6

データ収集のしかた
図書館において、先行研究の集め方、データの集め方のガイダン
スを受け、実際に学術論文の検索をし、各自の論文テーマが「修
論」として作成可能なものかを考察する。

論文テーマに関する資料収集での問
題点を確認しておくこと（90分）

研究テーマに関する学術論文をでき
るだけ多く集め、精読しておくこと
（90分以上）

3

本論の役割
先行研究ー問題提起―方向付け―全体の予告のパターンで序論を
書くことを確認する。
ここでは本論の構成として、論拠提示―結論提示―行動提示パ
ターンを実際の論文から分析する。

各自の論文テーマを絞り、まず、
ネットで先行研究を調べておく（90
分）

論拠を示すときの事実（データ）と
意見の分け方の表現の違い、事柄
データの文章表現が使えるようにし
ておくこと（90分）

4

本論の書き方
各自の論文テーマに関する事実提示におけるデータ解釈の文型パ
ターンにしたがって、事柄データから考察表現までの演習を行
う。

各自の論文テーマに関する資料を3
つ以上集めておくこと（90分）

論文テーマに関するデータをできる
だけ多く収集しておくこと（90分）

1

論文とは
論文を書くときに留意する文体、誰に向かって書くのか、論文の
構成を実物の修士論文を手にとって考えていく。

入学時の研究計画書を詳細に書き直
しておく（90分）

研究テーマの見直しをしておく（90
分）

2

論文の基本的な構成
序・本・結論の役割のうち、序論の役割について演習する。受講
者は論文モデルに基づいて、各自の研究テーマに沿った、背景説
明、先行研究の紹介、問題提起の手法を模倣してみる。

各自の論文テーマをいくつか考え、
テーマを絞っておくこと（90分）

各自の研究テーマで、論文の目的、
方向付けを考えておく（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業の中で、問題点とその解決法を指摘する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．論文とは何かを説明できる。
２．レポートも序論・本論・結論の文章構成で考えられるようになる。
３．専門研究分野の書式で参考文献リストが書ける。
４．先行研究を批判的に読むことができる。
５．研究テーマの情報収集に関して、メディアリテラシーをもって適切な分析ができる。
6. パワーポイントによる発表ができる。

授業の方法

配付印刷物とパワーポイントによる講義と、演習（体験実習としての模擬授業、振り返りと意見交換）を行う。
受講者は各自の修論の研究テーマを決定し、そのテーマに沿って主体的に資料収集し、少しずつ文章化しながら、できたところから指導を
受けていく。
受講者は適宜発表をパワーポイントで行う。

ＩＣＴ活用 メール等を活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

後期

教員氏名 Richardson Peter

授業の位置づけ

論文作成および研究者の基盤となる学術レポートや論文完成のための指導科目である。専門領域の学会に投稿できる論文の書き方を基本
に、資料の集め方、データのまとめ方、批判的先行研究の読み方など、研究手法の基本を身につける。
「研究方法論A」を承ける科目で、「特別課題研究Ⅰ・Ⅱ」の基礎科目となる。

授業の概要

 受講生の専門研究における研究テーマに向かって、どのように論文を書いていけばよいか、基本的な論文の書き方を演習しながら学ぶ。
論文の文体から、図表の表し方などの表現を、演習を通して身につけていくことから始まる。
受講生は各自の論文テーマを決定し、そのためにどのような研究活動が必要か、詳細な研究計画を立てながら、まず1章分を作成し、今後
の研究方向を主体的に決めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200570G6 研究方法論Ｂ（後期） 5150 2 1
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北海道文教大学　2022年度　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

 各回の授業で、研究の進捗状況の報告や指定課題は2部ずつプリントアウトしておくこと。

備考欄

その他 0 　学会水準に達しているかどうか。

教科書 論文ワークブック／浜田麻里ほか／くろしお出版、ほか研究領域に関する論文形式を適宜紹介する。

参考文献 各自の研究テーマに合わせて適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各自の研究テーマに関する先行研究に関するレポート60％、演習課題40％。

15

論文の本論作成
論文の1章分を提出し、指導を受ける。
その1章分がどの位置になるか論文の構成を再考する。

これまでの先行研究をまとめ、本論
に引用できるようにしておくこと
（90分）

先行研究レポートを指定期日までに
提出すること（90分以上）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

参考文献の表し方
言語学や社会学、心理学分野の学会の投稿規定を比較し、各自の
研究テーマ分野の学会指定による参考文献・引用文献リストの書
き方を演習する。

研究テーマ領域の学会誌を読んでお
くこと（90分）

論文で使用予定の参考・引用文献リ
ストを作成しておくこと（90分）

14

論文の本論「仮」作成
本論の構成を決め、1章分（2節以上）を書いてみる。書いた論文
は指導を受け、改善すること。

先行研究を客観的に読み直し、論文
に引用できる部分を文字化しておく
こと（90分）

論文のメインとなる部分は何かを熟
考しておくこと（90分）

11

 研究テーマの先行研究をまとめる
先行研究への意見、反論等も含めて、先行研究をレポートにまと
める。
各回、そのレポートの指導を受け、筆者の論点を書き加え序論ま
たは本論へつなげていく。

研究テーマの仮説を立証できる資料
を収集しておくこと（90分）

先行研究のレポートを作成していく
と同時に、関連資料をどんどん収集
しておく（90分）

12

先行研究のまとめ
これまでの先行研究レポートを整理し、研究テーマの関連性を話
し合いながら再考する。
論文のテーマ変更はこの時期に決定しておくこと。

研究テーマの仮説を裏付ける資料の
整理、調査が必要な問題を考えてお
くこと（90分）

先行研究レポートをどんどん進め、
できるだけ多くの文献にあたり、引
用できる部分を文書化しておくこと
（90分）

9

資料・調査に関する表現
資料の提示の仕方として、例をあげる、対比する、注目させる、
推論を示す、結論の補強に関するモデルを演習を通して、どのよ
うな表現があるかを学ぶ。
調査が必要な場合は、アンケートの仕方やデータのまとめ方をモ
デルから模倣してみる。

収集した資料のうち、類似したデー
タ資料を対比しておくこと（90分）

アンケート調査をする場合は、質問
項目の有効性を分析しておくこと。
またデータの解析方法も決めておく
こと（90分）

10

研究テーマに関する先行研究を書き始める
先行研究への意見、反論等も含めて、一般的な理論等の先行研究
をレポートにまとめる。
各回、そのレポートの指導を受け、筆者の論点を書き加えてい
く。

研究テーマの仮説をたてておくこと
（90分）

先行研究のレポートを作成していく
（90分以上）

- 42 -



北海道文教大学　2022年度　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻　シラバス 2022/04/01

7

論文における結びの役割
結びの構成、全体のまとめの構成をパターンをタスクで演習す
る。

研究テーマの学術論文における参考
文献から、先行研究1冊に目をとお
してこと（90分）

先行研究のうち、少なくても基本理
論（1冊）は熟知しておくようにし
ておくこと（90分）

8

図表や資料に関する表現
図表を用いて、数に関する表現、データ解釈の提示表現パターン
を学ぶ。
どのような図、表を作成すれば本論の論拠が明確になるか、受講
者同士で評価しあう。

論文テーマに関して収集した資料か
ら、視覚的な図、表を選んでおく
（90分）

各自の研究テーマ資料のうち、最小
一つは図や表にしておく（90分）

5

論の展開方法
データ積み上げ型、結論先取り型による論を展開する方法にした
がって、各自の論文がどんな論拠提示が可能かを想定し、演習す
る。

各自の論文テーマの構成を完成して
おく（90分）

論文テーマが決定していない院生
は、いくつかを候補として選び、
ネット等で資料集が可能かどうか
チェックしておくこと（90分）

6

データ収集のしかた
図書館において、先行研究の集め方、データの集め方のガイダン
スを受け、実際に学術論文の検索をし、各自の論文テーマが「修
論」として作成可能なものかを考察する。

論文テーマに関する資料収集での問
題点を確認しておくこと（90分）

研究テーマに関する学術論文をでき
るだけ多く集め、精読しておくこと
（90分以上）

3

本論の役割
先行研究ー問題提起―方向付け―全体の予告のパターンで序論を
書くことを確認する。
ここでは本論の構成として、論拠提示―結論提示―行動提示パ
ターンを実際の論文から分析する。

各自の論文テーマを絞り、まず、
ネットで先行研究を調べておく（90
分）

論拠を示すときの事実（データ）と
意見の分け方の表現の違い、事柄
データの文章表現が使えるようにし
ておくこと（90分）

4

本論の書き方
各自の論文テーマに関する事実提示におけるデータ解釈の文型パ
ターンにしたがって、事柄データから考察表現までの演習を行
う。

各自の論文テーマに関する資料を3
つ以上集めておくこと（90分）

論文テーマに関するデータをできる
だけ多く収集しておくこと（90分）

1

論文とは
論文を書くときに留意する文体、誰に向かって書くのか、論文の
構成を実物の修士論文を手にとって考えていく。

入学時の研究計画書を詳細に書き直
しておく（90分）

研究テーマの見直しをしておく（90
分）

2

論文の基本的な構成
序・本・結論の役割のうち、序論の役割について演習する。受講
者は論文モデルに基づいて、各自の研究テーマに沿った、背景説
明、先行研究の紹介、問題提起の手法を模倣してみる。

各自の論文テーマをいくつか考え、
テーマを絞っておくこと（90分）

各自の研究テーマで、論文の目的、
方向付けを考えておく（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業の中で、問題点とその解決法を指摘する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．論文とは何かを説明できる。
２．レポートも序論・本論・結論の文章構成で考えられるようになる。
３．専門研究分野の書式で参考文献リストが書ける。
４．先行研究を批判的に読むことができる。
５．研究テーマの情報収集に関して、メディアリテラシーをもって適切な分析ができる。
6. パワーポイントによる発表ができる。

授業の方法

配付印刷物とパワーポイントによる講義と、演習（体験実習としての模擬授業、振り返りと意見交換）を行う。
受講者は各自の修論の研究テーマを決定し、そのテーマに沿って主体的に資料収集し、少しずつ文章化しながら、できたところから指導を
受けていく。
受講者は適宜発表をパワーポイントで行う。

ＩＣＴ活用 メール等を活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

後期

教員氏名 岡本　佐智子

授業の位置づけ

論文作成および研究者の基盤となる学術レポートや論文完成のための指導科目である。専門領域の学会に投稿できる論文の書き方を基本
に、資料の集め方、データのまとめ方、批判的先行研究の読み方など、研究手法の基本を身につける。（知識・技能）
「研究方法論A」を承ける科目で、「特別課題研究Ⅰ・Ⅱ」の基礎科目となる。

授業の概要

 受講生の専門研究における研究テーマに向かって、どのように論文を書いていけばよいか、基本的な論文の書き方を演習しながら学ぶ。
論文の文体から、図表の表し方などの表現を、演習を通して身につけていくことから始まる。
受講生は各自の論文テーマを決定し、そのためにどのような研究活動が必要か、詳細な研究計画を立てながら、まず1章分を作成し、今後
の研究方向を主体的に決めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200570G7 研究方法論Ｂ（後期） 5150 2 1
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北海道文教大学　2022年度　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

 各回の授業で、研究の進捗状況の報告や指定課題は2部ずつプリントアウトしておくこと。

備考欄

その他 0 　学会水準に達しているかどうか。

教科書 論文ワークブック／浜田麻里ほか／くろしお出版、ほか研究領域に関する論文形式を適宜紹介する。

参考文献 各自の研究テーマに合わせて適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各自の研究テーマに関する先行研究に関するレポート60％、演習課題40％。

15

論文の本論作成
論文の1章分を提出し、指導を受ける。
その1章分がどの位置になるか論文の構成を再考する。

これまでの先行研究をまとめ、本論
に引用できるようにしておくこと
（90分）

先行研究レポートを指定期日までに
提出すること（90分以上）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

参考文献の表し方
言語学や社会学、心理学分野の学会の投稿規定を比較し、各自の
研究テーマ分野の学会指定による参考文献・引用文献リストの書
き方を演習する。

研究テーマ領域の学会誌を読んでお
くこと（90分）

論文で使用予定の参考・引用文献リ
ストを作成しておくこと（90分）

14

論文の本論「仮」作成
本論の構成を決め、1章分（2節以上）を書いてみる。書いた論文
は指導を受け、改善すること。

先行研究を客観的に読み直し、論文
に引用できる部分を文字化しておく
こと（90分）

論文のメインとなる部分は何かを熟
考しておくこと（90分）

11

 研究テーマの先行研究をまとめる
先行研究への意見、反論等も含めて、先行研究をレポートにまと
める。
各回、そのレポートの指導を受け、筆者の論点を書き加え序論ま
たは本論へつなげていく。

研究テーマの仮説を立証できる資料
を収集しておくこと（90分）

先行研究のレポートを作成していく
と同時に、関連資料をどんどん収集
しておく（90分）

12

先行研究のまとめ
これまでの先行研究レポートを整理し、研究テーマの関連性を話
し合いながら再考する。
論文のテーマ変更はこの時期に決定しておくこと。

研究テーマの仮説を裏付ける資料の
整理、調査が必要な問題を考えてお
くこと（90分）

先行研究レポートをどんどん進め、
できるだけ多くの文献にあたり、引
用できる部分を文書化しておくこと
（90分）

9

資料・調査に関する表現
資料の提示の仕方として、例をあげる、対比する、注目させる、
推論を示す、結論の補強に関するモデルを演習を通して、どのよ
うな表現があるかを学ぶ。
調査が必要な場合は、アンケートの仕方やデータのまとめ方をモ
デルから模倣してみる。

収集した資料のうち、類似したデー
タ資料を対比しておくこと（90分）

アンケート調査をする場合は、質問
項目の有効性を分析しておくこと。
またデータの解析方法も決めておく
こと（90分）

10

研究テーマに関する先行研究を書き始める
先行研究への意見、反論等も含めて、一般的な理論等の先行研究
をレポートにまとめる。
各回、そのレポートの指導を受け、筆者の論点を書き加えてい
く。

研究テーマの仮説をたてておくこと
（90分）

先行研究のレポートを作成していく
（90分以上）
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北海道文教大学　2022年度　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻　シラバス 2022/04/01

7

論文における結びの役割
結びの構成、全体のまとめの構成をパターンをタスクで演習す
る。

研究テーマの学術論文における参考
文献から、先行研究1冊に目をとお
してこと（90分）

先行研究のうち、少なくても基本理
論（1冊）は熟知しておくようにし
ておくこと（90分）

8

図表や資料に関する表現
図表を用いて、数に関する表現、データ解釈の提示表現パターン
を学ぶ。
どのような図、表を作成すれば本論の論拠が明確になるか、受講
者同士で評価しあう。

論文テーマに関して収集した資料か
ら、視覚的な図、表を選んでおく
（90分）

各自の研究テーマ資料のうち、最小
一つは図や表にしておく（90分）

5

論の展開方法
データ積み上げ型、結論先取り型による論を展開する方法にした
がって、各自の論文がどんな論拠提示が可能かを想定し、演習す
る。

各自の論文テーマの構成を完成して
おく（90分）

論文テーマが決定していない院生
は、いくつかを候補として選び、
ネット等で資料集が可能かどうか
チェックしておくこと（90分）

6

データ収集のしかた
図書館において、先行研究の集め方、データの集め方のガイダン
スを受け、実際に学術論文の検索をし、各自の論文テーマが「修
論」として作成可能なものかを考察する。

論文テーマに関する資料収集での問
題点を確認しておくこと（90分）

研究テーマに関する学術論文をでき
るだけ多く集め、精読しておくこと
（90分以上）

3

本論の役割
先行研究ー問題提起―方向付け―全体の予告のパターンで序論を
書くことを確認する。
ここでは本論の構成として、論拠提示―結論提示―行動提示パ
ターンを実際の論文から分析する。

各自の論文テーマを絞り、まず、
ネットで先行研究を調べておく（90
分）

論拠を示すときの事実（データ）と
意見の分け方の表現の違い、事柄
データの文章表現が使えるようにし
ておくこと（90分）

4

本論の書き方
各自の論文テーマに関する事実提示におけるデータ解釈の文型パ
ターンにしたがって、事柄データから考察表現までの演習を行
う。

各自の論文テーマに関する資料を3
つ以上集めておくこと（90分）

論文テーマに関するデータをできる
だけ多く収集しておくこと（90分）

1

論文とは
論文を書くときに留意する文体、誰に向かって書くのか、論文の
構成を実物の修士論文を手にとって考えていく。

入学時の研究計画書を詳細に書き直
しておく（90分）

研究テーマの見直しをしておく（90
分）

2

論文の基本的な構成
序・本・結論の役割のうち、序論の役割について演習する。受講
者は論文モデルに基づいて、各自の研究テーマに沿った、背景説
明、先行研究の紹介、問題提起の手法を模倣してみる。

各自の論文テーマをいくつか考え、
テーマを絞っておくこと（90分）

各自の研究テーマで、論文の目的、
方向付けを考えておく（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業の中で、問題点とその解決法を指摘する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．論文とは何かを説明できる。
２．レポートも序論・本論・結論の文章構成で考えられるようになる。
３．専門研究分野の書式で参考文献リストが書ける。
４．先行研究を批判的に読むことができる。
５．研究テーマの情報収集に関して、メディアリテラシーをもって適切な分析ができる。
6. パワーポイントによる発表ができる。

授業の方法

配付印刷物とパワーポイントによる講義と、演習（体験実習としての模擬授業、振り返りと意見交換）を行う。
受講者は各自の修論の研究テーマを決定し、そのテーマに沿って主体的に資料収集し、少しずつ文章化しながら、できたところから指導を
受けていく。
受講者は適宜発表をパワーポイントで行う。

ＩＣＴ活用 メール等を活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

後期

教員氏名 小西　正人

授業の位置づけ

論文作成および研究者の基盤となる学術レポートや論文完成のための指導科目である。専門領域の学会に投稿できる論文の書き方を基本
に、資料の集め方、データのまとめ方、批判的先行研究の読み方など、研究手法の基本を身につける。
「研究方法論A」を承ける科目で、「特別課題研究Ⅰ・Ⅱ」の基礎科目となる。

授業の概要

 受講生の専門研究における研究テーマに向かって、どのように論文を書いていけばよいか、基本的な論文の書き方を演習しながら学ぶ。
論文の文体から、図表の表し方などの表現を、演習を通して身につけていくことから始まる。
受講生は各自の論文テーマを決定し、そのためにどのような研究活動が必要か、詳細な研究計画を立てながら、まず1章分を作成し、今後
の研究方向を主体的に決めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200570G8 研究方法論Ｂ（後期） 5150 2 1
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履修条件・留意
事項等

 各回の授業で、研究の進捗状況の報告や指定課題は2部ずつプリントアウトしておくこと。

備考欄

その他 0 　学会水準に達しているかどうか。

教科書 論文ワークブック／浜田麻里ほか／くろしお出版、ほか研究領域に関する論文形式を適宜紹介する。

参考文献 各自の研究テーマに合わせて適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各自の研究テーマに関する先行研究に関するレポート60％、演習課題40％。

15

論文の本論作成
論文の1章分を提出し、指導を受ける。
その1章分がどの位置になるか論文の構成を再考する。

これまでの先行研究をまとめ、本論
に引用できるようにしておくこと
（90分）

先行研究レポートを指定期日までに
提出すること（90分以上）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

参考文献の表し方
言語学や社会学、心理学分野の学会の投稿規定を比較し、各自の
研究テーマ分野の学会指定による参考文献・引用文献リストの書
き方を演習する。

研究テーマ領域の学会誌を読んでお
くこと（90分）

論文で使用予定の参考・引用文献リ
ストを作成しておくこと（90分）

14

論文の本論「仮」作成
本論の構成を決め、1章分（2節以上）を書いてみる。書いた論文
は指導を受け、改善すること。

先行研究を客観的に読み直し、論文
に引用できる部分を文字化しておく
こと（90分）

論文のメインとなる部分は何かを熟
考しておくこと（90分）

11

 研究テーマの先行研究をまとめる
先行研究への意見、反論等も含めて、先行研究をレポートにまと
める。
各回、そのレポートの指導を受け、筆者の論点を書き加え序論ま
たは本論へつなげていく。

研究テーマの仮説を立証できる資料
を収集しておくこと（90分）

先行研究のレポートを作成していく
と同時に、関連資料をどんどん収集
しておく（90分）

12

先行研究のまとめ
これまでの先行研究レポートを整理し、研究テーマの関連性を話
し合いながら再考する。
論文のテーマ変更はこの時期に決定しておくこと。

研究テーマの仮説を裏付ける資料の
整理、調査が必要な問題を考えてお
くこと（90分）

先行研究レポートをどんどん進め、
できるだけ多くの文献にあたり、引
用できる部分を文書化しておくこと
（90分）

9

資料・調査に関する表現
資料の提示の仕方として、例をあげる、対比する、注目させる、
推論を示す、結論の補強に関するモデルを演習を通して、どのよ
うな表現があるかを学ぶ。
調査が必要な場合は、アンケートの仕方やデータのまとめ方をモ
デルから模倣してみる。

収集した資料のうち、類似したデー
タ資料を対比しておくこと（90分）

アンケート調査をする場合は、質問
項目の有効性を分析しておくこと。
またデータの解析方法も決めておく
こと（90分）

10

研究テーマに関する先行研究を書き始める
先行研究への意見、反論等も含めて、一般的な理論等の先行研究
をレポートにまとめる。
各回、そのレポートの指導を受け、筆者の論点を書き加えてい
く。

研究テーマの仮説をたてておくこと
（90分）

先行研究のレポートを作成していく
（90分以上）
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7

論文における結びの役割
結びの構成、全体のまとめの構成をパターンをタスクで演習す
る。

研究テーマの学術論文における参考
文献から、先行研究1冊に目をとお
してこと（90分）

先行研究のうち、少なくても基本理
論（1冊）は熟知しておくようにし
ておくこと（90分）

8

図表や資料に関する表現
図表を用いて、数に関する表現、データ解釈の提示表現パターン
を学ぶ。
どのような図、表を作成すれば本論の論拠が明確になるか、受講
者同士で評価しあう。

論文テーマに関して収集した資料か
ら、視覚的な図、表を選んでおく
（90分）

各自の研究テーマ資料のうち、最小
一つは図や表にしておく（90分）

5

論の展開方法
データ積み上げ型、結論先取り型による論を展開する方法にした
がって、各自の論文がどんな論拠提示が可能かを想定し、演習す
る。

各自の論文テーマの構成を完成して
おく（90分）

論文テーマが決定していない院生
は、いくつかを候補として選び、
ネット等で資料集が可能かどうか
チェックしておくこと（90分）

6

データ収集のしかた
図書館において、先行研究の集め方、データの集め方のガイダン
スを受け、実際に学術論文の検索をし、各自の論文テーマが「修
論」として作成可能なものかを考察する。

論文テーマに関する資料収集での問
題点を確認しておくこと（90分）

研究テーマに関する学術論文をでき
るだけ多く集め、精読しておくこと
（90分以上）

3

本論の役割
先行研究ー問題提起―方向付け―全体の予告のパターンで序論を
書くことを確認する。
ここでは本論の構成として、論拠提示―結論提示―行動提示パ
ターンを実際の論文から分析する。

各自の論文テーマを絞り、まず、
ネットで先行研究を調べておく（90
分）

論拠を示すときの事実（データ）と
意見の分け方の表現の違い、事柄
データの文章表現が使えるようにし
ておくこと（90分）

4

本論の書き方
各自の論文テーマに関する事実提示におけるデータ解釈の文型パ
ターンにしたがって、事柄データから考察表現までの演習を行
う。

各自の論文テーマに関する資料を3
つ以上集めておくこと（90分）

論文テーマに関するデータをできる
だけ多く収集しておくこと（90分）

1

論文とは
論文を書くときに留意する文体、誰に向かって書くのか、論文の
構成を実物の修士論文を手にとって考えていく。

入学時の研究計画書を詳細に書き直
しておく（90分）

研究テーマの見直しをしておく（90
分）

2

論文の基本的な構成
序・本・結論の役割のうち、序論の役割について演習する。受講
者は論文モデルに基づいて、各自の研究テーマに沿った、背景説
明、先行研究の紹介、問題提起の手法を模倣してみる。

各自の論文テーマをいくつか考え、
テーマを絞っておくこと（90分）

各自の研究テーマで、論文の目的、
方向付けを考えておく（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業の中で、問題点とその解決法を指摘する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．論文とは何かを説明できる。
２．レポートも序論・本論・結論の文章構成で考えられるようになる。
３．専門研究分野の書式で参考文献リストが書ける。
４．先行研究を批判的に読むことができる。
５．研究テーマの情報収集に関して、メディアリテラシーをもって適切な分析ができる。
6. パワーポイントによる発表ができる。

授業の方法

配付印刷物とパワーポイントによる講義と、演習（体験実習としての模擬授業、振り返りと意見交換）を行う。
受講者は各自の修論の研究テーマを決定し、そのテーマに沿って主体的に資料収集し、少しずつ文章化しながら、できたところから指導を
受けていく。
受講者は適宜発表をパワーポイントで行う。

ＩＣＴ活用 メール等を活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

後期

教員氏名 高橋　保夫

授業の位置づけ

論文作成および研究者の基盤となる学術レポートや論文完成のための指導科目である。専門領域の学会に投稿できる論文の書き方を基本
に、資料の集め方、データのまとめ方、批判的先行研究の読み方など、研究手法の基本を身につける。
「研究方法論A」を承ける科目で、「特別課題研究Ⅰ・Ⅱ」の基礎科目となる。

授業の概要

 受講生の専門研究における研究テーマに向かって、どのように論文を書いていけばよいか、基本的な論文の書き方を演習しながら学ぶ。
論文の文体から、図表の表し方などの表現を、演習を通して身につけていくことから始まる。
受講生は各自の論文テーマを決定し、そのためにどのような研究活動が必要か、詳細な研究計画を立てながら、まず1章分を作成し、今後
の研究方向を主体的に決めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200570G9 研究方法論Ｂ（後期） 5150 2 1
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履修条件・留意
事項等

 各回の授業で、研究の進捗状況の報告や指定課題は2部ずつプリントアウトしておくこと。

備考欄

その他 0 　学会水準に達しているかどうか。

教科書 論文ワークブック／浜田麻里ほか／くろしお出版、ほか研究領域に関する論文形式を適宜紹介する。

参考文献 各自の研究テーマに合わせて適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各自の研究テーマに関する先行研究に関するレポート60％、演習課題40％。

15

論文の本論作成
論文の1章分を提出し、指導を受ける。
その1章分がどの位置になるか論文の構成を再考する。

これまでの先行研究をまとめ、本論
に引用できるようにしておくこと
（90分）

先行研究レポートを指定期日までに
提出すること（90分以上）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

参考文献の表し方
言語学や社会学、心理学分野の学会の投稿規定を比較し、各自の
研究テーマ分野の学会指定による参考文献・引用文献リストの書
き方を演習する。

研究テーマ領域の学会誌を読んでお
くこと（90分）

論文で使用予定の参考・引用文献リ
ストを作成しておくこと（90分）

14

論文の本論「仮」作成
本論の構成を決め、1章分（2節以上）を書いてみる。書いた論文
は指導を受け、改善すること。

先行研究を客観的に読み直し、論文
に引用できる部分を文字化しておく
こと（90分）

論文のメインとなる部分は何かを熟
考しておくこと（90分）

11

 研究テーマの先行研究をまとめる
先行研究への意見、反論等も含めて、先行研究をレポートにまと
める。
各回、そのレポートの指導を受け、筆者の論点を書き加え序論ま
たは本論へつなげていく。

研究テーマの仮説を立証できる資料
を収集しておくこと（90分）

先行研究のレポートを作成していく
と同時に、関連資料をどんどん収集
しておく（90分）

12

先行研究のまとめ
これまでの先行研究レポートを整理し、研究テーマの関連性を話
し合いながら再考する。
論文のテーマ変更はこの時期に決定しておくこと。

研究テーマの仮説を裏付ける資料の
整理、調査が必要な問題を考えてお
くこと（90分）

先行研究レポートをどんどん進め、
できるだけ多くの文献にあたり、引
用できる部分を文書化しておくこと
（90分）

9

資料・調査に関する表現
資料の提示の仕方として、例をあげる、対比する、注目させる、
推論を示す、結論の補強に関するモデルを演習を通して、どのよ
うな表現があるかを学ぶ。
調査が必要な場合は、アンケートの仕方やデータのまとめ方をモ
デルから模倣してみる。

収集した資料のうち、類似したデー
タ資料を対比しておくこと（90分）

アンケート調査をする場合は、質問
項目の有効性を分析しておくこと。
またデータの解析方法も決めておく
こと（90分）

10

研究テーマに関する先行研究を書き始める
先行研究への意見、反論等も含めて、一般的な理論等の先行研究
をレポートにまとめる。
各回、そのレポートの指導を受け、筆者の論点を書き加えてい
く。

研究テーマの仮説をたてておくこと
（90分）

先行研究のレポートを作成していく
（90分以上）
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7

論文における結びの役割
結びの構成、全体のまとめの構成をパターンをタスクで演習す
る。

研究テーマの学術論文における参考
文献から、先行研究1冊に目をとお
してこと（90分）

先行研究のうち、少なくても基本理
論（1冊）は熟知しておくようにし
ておくこと（90分）

8

図表や資料に関する表現
図表を用いて、数に関する表現、データ解釈の提示表現パターン
を学ぶ。
どのような図、表を作成すれば本論の論拠が明確になるか、受講
者同士で評価しあう。

論文テーマに関して収集した資料か
ら、視覚的な図、表を選んでおく
（90分）

各自の研究テーマ資料のうち、最小
一つは図や表にしておく（90分）

5

論の展開方法
データ積み上げ型、結論先取り型による論を展開する方法にした
がって、各自の論文がどんな論拠提示が可能かを想定し、演習す
る。

各自の論文テーマの構成を完成して
おく（90分）

論文テーマが決定していない院生
は、いくつかを候補として選び、
ネット等で資料集が可能かどうか
チェックしておくこと（90分）

6

データ収集のしかた
図書館において、先行研究の集め方、データの集め方のガイダン
スを受け、実際に学術論文の検索をし、各自の論文テーマが「修
論」として作成可能なものかを考察する。

論文テーマに関する資料収集での問
題点を確認しておくこと（90分）

研究テーマに関する学術論文をでき
るだけ多く集め、精読しておくこと
（90分以上）

3

本論の役割
先行研究ー問題提起―方向付け―全体の予告のパターンで序論を
書くことを確認する。
ここでは本論の構成として、論拠提示―結論提示―行動提示パ
ターンを実際の論文から分析する。

各自の論文テーマを絞り、まず、
ネットで先行研究を調べておく（90
分）

論拠を示すときの事実（データ）と
意見の分け方の表現の違い、事柄
データの文章表現が使えるようにし
ておくこと（90分）

4

本論の書き方
各自の論文テーマに関する事実提示におけるデータ解釈の文型パ
ターンにしたがって、事柄データから考察表現までの演習を行
う。

各自の論文テーマに関する資料を3
つ以上集めておくこと（90分）

論文テーマに関するデータをできる
だけ多く収集しておくこと（90分）

1

論文とは
論文を書くときに留意する文体、誰に向かって書くのか、論文の
構成を実物の修士論文を手にとって考えていく。

入学時の研究計画書を詳細に書き直
しておく（90分）

研究テーマの見直しをしておく（90
分）

2

論文の基本的な構成
序・本・結論の役割のうち、序論の役割について演習する。受講
者は論文モデルに基づいて、各自の研究テーマに沿った、背景説
明、先行研究の紹介、問題提起の手法を模倣してみる。

各自の論文テーマをいくつか考え、
テーマを絞っておくこと（90分）

各自の研究テーマで、論文の目的、
方向付けを考えておく（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業の中で、問題点とその解決法を指摘する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．論文とは何かを説明できる。
２．レポートも序論・本論・結論の文章構成で考えられるようになる。
３．専門研究分野の書式で参考文献リストが書ける。
４．先行研究を批判的に読むことができる。
５．研究テーマの情報収集に関して、メディアリテラシーをもって適切な分析ができる。
6. パワーポイントによる発表ができる。

授業の方法

配付印刷物とパワーポイントによる講義と、演習（体験実習としての模擬授業、振り返りと意見交換）を行う。
受講者は各自の修論の研究テーマを決定し、そのテーマに沿って主体的に資料収集し、少しずつ文章化しながら、できたところから指導を
受けていく。
受講者は適宜発表をパワーポイントで行う。

ＩＣＴ活用 メール等を活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

後期

教員氏名 渡部　淳

授業の位置づけ

論文作成および研究者の基盤となる学術レポートや論文完成のための指導科目である。専門領域の学会に投稿できる論文の書き方を基本
に、資料の集め方、データのまとめ方、批判的先行研究の読み方など、研究手法の基本を身につける。
「研究方法論A」を承ける科目で、「特別課題研究Ⅰ・Ⅱ」の基礎科目となる。

授業の概要

 受講生の専門研究における研究テーマに向かって、どのように論文を書いていけばよいか、基本的な論文の書き方を演習しながら学ぶ。
論文の文体から、図表の表し方などの表現を、演習を通して身につけていくことから始まる。
受講生は各自の論文テーマを決定し、そのためにどのような研究活動が必要か、詳細な研究計画を立てながら、まず1章分を作成し、今後
の研究方向を主体的に決めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200570GA 研究方法論Ｂ（後期） 5150 2 1
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履修条件・留意
事項等

 各回の授業で、研究の進捗状況の報告や指定課題は2部ずつプリントアウトしておくこと。

備考欄

その他 0 　学会水準に達しているかどうか。

教科書 論文ワークブック／浜田麻里ほか／くろしお出版、ほか研究領域に関する論文形式を適宜紹介する。

参考文献 各自の研究テーマに合わせて適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各自の研究テーマに関する先行研究に関するレポート60％、演習課題40％。

15

論文の本論作成
論文の1章分を提出し、指導を受ける。
その1章分がどの位置になるか論文の構成を再考する。

これまでの先行研究をまとめ、本論
に引用できるようにしておくこと
（90分）

先行研究レポートを指定期日までに
提出すること（90分以上）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

参考文献の表し方
言語学や社会学、心理学分野の学会の投稿規定を比較し、各自の
研究テーマ分野の学会指定による参考文献・引用文献リストの書
き方を演習する。

研究テーマ領域の学会誌を読んでお
くこと（90分）

論文で使用予定の参考・引用文献リ
ストを作成しておくこと（90分）

14

論文の本論「仮」作成
本論の構成を決め、1章分（2節以上）を書いてみる。書いた論文
は指導を受け、改善すること。

先行研究を客観的に読み直し、論文
に引用できる部分を文字化しておく
こと（90分）

論文のメインとなる部分は何かを熟
考しておくこと（90分）

11

 研究テーマの先行研究をまとめる
先行研究への意見、反論等も含めて、先行研究をレポートにまと
める。
各回、そのレポートの指導を受け、筆者の論点を書き加え序論ま
たは本論へつなげていく。

研究テーマの仮説を立証できる資料
を収集しておくこと（90分）

先行研究のレポートを作成していく
と同時に、関連資料をどんどん収集
しておく（90分）

12

先行研究のまとめ
これまでの先行研究レポートを整理し、研究テーマの関連性を話
し合いながら再考する。
論文のテーマ変更はこの時期に決定しておくこと。

研究テーマの仮説を裏付ける資料の
整理、調査が必要な問題を考えてお
くこと（90分）

先行研究レポートをどんどん進め、
できるだけ多くの文献にあたり、引
用できる部分を文書化しておくこと
（90分）

9

資料・調査に関する表現
資料の提示の仕方として、例をあげる、対比する、注目させる、
推論を示す、結論の補強に関するモデルを演習を通して、どのよ
うな表現があるかを学ぶ。
調査が必要な場合は、アンケートの仕方やデータのまとめ方をモ
デルから模倣してみる。

収集した資料のうち、類似したデー
タ資料を対比しておくこと（90分）

アンケート調査をする場合は、質問
項目の有効性を分析しておくこと。
またデータの解析方法も決めておく
こと（90分）

10

研究テーマに関する先行研究を書き始める
先行研究への意見、反論等も含めて、一般的な理論等の先行研究
をレポートにまとめる。
各回、そのレポートの指導を受け、筆者の論点を書き加えてい
く。

研究テーマの仮説をたてておくこと
（90分）

先行研究のレポートを作成していく
（90分以上）
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13

論文作成
引き続き、作成した論文を順次提出し、指導を受ける。

40％の部分（5章構成なら2章分以
上）は「完成」論文にしておく。
（90分以上）

書きあげた各章の内容に重複する事
項がないか等を確認し、各章のタイ
トルに焦点が絞られた内容にしてお
く（90分以上）

11

修士論文の書き方および構成を再度点検し、全体の30％程度「完
成」したものを提出し、指導を受ける。

本文を何度も推敲し、最小30％以上
は完成しておく（90分以上）

論文を最小30％以上「完成品」にし
ておくこと（90分以上）

12

論文作成
書けた部分から提出し、指導を受ける。
論文内容や構成に変更があった場合は、今後の研究計画の見直し
を行う。

40％以上完成した論文を提出できる
ように準備しておく（90分以上）

これまでの参考引用文献の見直しを
行う。資料についてはその扱いを再
検討しておく（90分以上）

9

学会等研究発表会のプレゼン練習を行う。併せて研究発表に必要
な配布資料の確認・検討をする。

研究発表会用のプレゼンテーション
準備をしておくこと（90分以上）

学会発表用のスライドの再検討、配
布資料の修正をしておく（90分以
上）

10

公開発表会で指摘された問題点や研究方法等について、どのよう
に対応・改善していくかを報告する。

研究発表会で指摘された部分を再考
し、修正した論文に直しておく（90
分以上）

論文をどんどん書き進めていく（90
分以上）

7

学会研究発表会または研究会に向かって、論文の内容構成とテー
マ等を再考し、その一部を取り上げて発表用資料を作成する。

論文構成を見直し、問題点と仮説、
その論拠と提案までをどのような流
れで論証するか明文化しておくこと
（90分以上）

論文構成を確立し、これからさらに
研究を深める必要のある文献にあ
たっておくこと（90分以上）

8

学会発表会または研究会用の抄録、概要を提出する。修正・訂正
が必要な部分の検討を行う。そして中間発表用の論文発表分を完
成する。

研究発表会用の配布資料等を作成し
ておくこと（90分以上）

論文の題名、副題、章立て、節な
ど、内容の校正確認（90分以上）

5

論文作成に必要な参考・引用文献のリストを作成し、どの部分が
論文作成に重要であるかを確認できるよう、レポートにまとめ
る。

これまでの先行研究で参考にした文
献リストを作成しておくこと（90分
以上）

先行研究の論点をまとめ、引用・参
考文献の見直しをしておくこと（90
分）

6

参考文献・資料をまとめたレポートを提出し、内容について質疑
応答する。

参考文献・資料の引用部分とその前
後の文脈も加筆してレポートにして
おく（90分以上）

研究テーマで不足している参考文
献・資料を入手し、精読しておくこ
と（90分以上）

3

論文テーマに関する代表的な先行研究文献２つを読み、自身の論
文に参考になる部分を押さえておく。

先行研究文献２つを読み、引用でき
る部分を文章化しておく（90分以
上）

先行研究の2文献を再度精読し、引
用部分を整理しておく（90分以上）

4

論文テーマに関する最も新しい文献2冊を読破し、引用部分をレ
ポートにまとめる。

先行研究論文を2件、熟読してまと
めておく（90分以上）

先行研究を１文献追加し、引用部分
をまとめておく（90分以上）

1

院生は論文作成のための進捗状況および研究計画について説明す
る。

論文テーマの確認をして説明できる
ようにしておく（90分）

論文テーマの資料整理をしておくこ
と（90分）

2

論文のテーマを具体的に明文化していく。 論文の序論部分を完成しておく（90
分）

序論部分を修正し、研究目的を明ら
かにする（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

課題提出は、当日に口頭で内容確認のうえ指導するか、次回にコメントを添えて返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．専門研究領域について具体的に解説できる。
２．よい論文とは何かが説明できる。
３．先行研究を批判的に読むことができる。
４．論文テーマを深め、自律的に研究できる。

授業の方法

調査方法の学習と問題提起、ディスカッションを中心とする。
特に、先行研究や資料の収集方法と、そこから得た知見を応用して論文執筆したり、発表したりするができるように演習形式をとる。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 岡本　佐智子

授業の位置づけ

受講生の各専門領域において深く研究したい領域の問題や事柄を論文にまとめ、発表できる能力を身につける科目である。（知識・技能）
「研究方法論」科目で学んだことを活かし、「特別課題研究Ⅱ」に連動する。

授業の概要

修士論文完成のための具体的な論文作成指導を行う。
受講生は本論の一部を完成し、学会で発表できるようにするため、より論定の明解な文章の書き方を主体的に学んでいく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200220G1 特別課題研究I（前期） 6700 3 2
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履修条件・留意
事項等

資料や文献収集に丁寧に地道に取り組み、自律した学習姿勢であることを期待する。

備考欄

その他 0

教科書 プリントを配布／配信する。

参考文献 研究内容に関する先行研究を適宜紹介していく。

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各回の指定課題提出100％

15

論文の50％分を提出し、研究内容の概要をプレゼンする。
論点が整理できているか、明らかになった事項は何かを発表して
いく。

論文完成50％を最小の到達とし、研
究内容を発表できるようにしておく
（90分以上）

授業後も各自で論文執筆を続け、次
の科目「同Ⅱ」授業前には、最小6
割完成を目指す（90分以上）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

論文作成
引き続き、どんどん執筆をし、指導を受けていく。

とにかく少しでも執筆を進めてお
く。併せて先行研究文献を追加して
いく（90分以上）

指摘された事柄は、必ず論証できる
文献を探し、論文に加筆していく
（90分以上）
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13

論文作成
引き続き、作成した論文を順次提出し、指導を受ける。

40％の部分（5章構成なら2章分以
上）は「完成」論文にしておく。
（90分以上）

書きあげた各章の内容に重複する事
項がないか等を確認し、各章のタイ
トルに焦点が絞られた内容にしてお
く（90分以上）

11

修士論文の書き方および構成を再度点検し、全体の30％程度「完
成」したものを提出し、指導を受ける。

本文を何度も推敲し、最小30％以上
は完成しておく（90分以上）

論文を最小30％以上「完成品」にし
ておくこと（90分以上）

12

論文作成
書けた部分から提出し、指導を受ける。
論文内容や構成に変更があった場合は、今後の研究計画の見直し
を行う。

40％以上完成した論文を提出できる
ように準備しておく（90分以上）

これまでの参考引用文献の見直しを
行う。資料についてはその扱いを再
検討しておく（90分以上）

9

学会等研究発表会のプレゼン練習を行う。併せて研究発表に必要
な配布資料の確認・検討をする。

研究発表会用のプレゼンテーション
準備をしておくこと（90分以上）

学会発表用のスライドの再検討、配
布資料の修正をしておく（90分以
上）

10

公開発表会で指摘された問題点や研究方法等について、どのよう
に対応・改善していくかを報告する。

研究発表会で指摘された部分を再考
し、修正した論文に直しておく（90
分以上）

論文をどんどん書き進めていく（90
分以上）

7

学会研究発表会または研究会に向かって、論文の内容構成とテー
マ等を再考し、その一部を取り上げて発表用資料を作成する。

論文構成を見直し、問題点と仮説、
その論拠と提案までをどのような流
れで論証するか明文化しておくこと
（90分以上）

論文構成を確立し、これからさらに
研究を深める必要のある文献にあ
たっておくこと（90分以上）

8

学会発表会または研究会用の抄録、概要を提出する。修正・訂正
が必要な部分の検討を行う。そして中間発表用の論文発表分を完
成する。

研究発表会用の配布資料等を作成し
ておくこと（90分以上）

論文の題名、副題、章立て、節な
ど、内容の校正確認（90分以上）

5

論文作成に必要な参考・引用文献のリストを作成し、どの部分が
論文作成に重要であるかを確認できるよう、レポートにまとめ
る。

これまでの先行研究で参考にした文
献リストを作成しておくこと（90分
以上）

先行研究の論点をまとめ、引用・参
考文献の見直しをしておくこと（90
分）

6

参考文献・資料をまとめたレポートを提出し、内容について質疑
応答する。

参考文献・資料の引用部分とその前
後の文脈も加筆してレポートにして
おく（90分以上）

研究テーマで不足している参考文
献・資料を入手し、精読しておくこ
と（90分以上）

3

論文テーマに関する代表的な先行研究文献２つを読み、自身の論
文に参考になる部分を押さえておく。

先行研究文献２つを読み、引用でき
る部分を文章化しておく（90分以
上）

先行研究の2文献を再度精読し、引
用部分を整理しておく（90分以上）

4

論文テーマに関する最も新しい文献2冊を読破し、引用部分をレ
ポートにまとめる。

先行研究論文を2件、熟読してまと
めておく（90分以上）

先行研究を１文献追加し、引用部分
をまとめておく（90分以上）

1

院生は論文作成のための進捗状況および研究計画について説明す
る。

論文テーマの確認をして説明できる
ようにしておく（90分）

論文テーマの資料整理をしておくこ
と（90分）

2

論文のテーマを具体的に明文化していく。 論文の序論部分を完成しておく（90
分）

序論部分を修正し、研究目的を明ら
かにする（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

課題提出は、当日に口頭で内容確認のうえ指導するか、次回にコメントを添えて返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．専門研究領域について具体的に解説できる。
２．よい論文とは何かが説明できる。
３．先行研究を批判的に読むことができる。
４．論文テーマを深め、自律的に研究できる。

授業の方法

調査方法の学習と問題提起、ディスカッションを中心とする。
特に、先行研究や資料の収集方法と、そこから得た知見を応用して論文執筆したり、発表したりするができるように演習形式をとる。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 小西　正人

授業の位置づけ

受講生の各専門領域において深く研究したい領域の問題や事柄を論文にまとめ、発表できる能力を身につける科目である。
「研究方法論」科目で学んだことを活かし、「特別課題研究Ⅱ」に連動する。

授業の概要

修士論文完成のための具体的な論文作成指導を行う。
受講生は本論の一部を完成し、学会で発表できるようにするため、より論定の明解な文章の書き方を主体的に学んでいく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200220G2 特別課題研究I（前期） 6700 3 2
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北海道文教大学　2022年度　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

資料や文献収集に丁寧に地道に取り組み、自律した学習姿勢であることを期待する。

備考欄

その他 0

教科書 プリントを配布／配信する。

参考文献 研究内容に関する先行研究を適宜紹介していく。

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各回の指定課題提出100％

15

論文の50％分を提出し、研究内容の概要をプレゼンする。
論点が整理できているか、明らかになった事項は何かを発表して
いく。

論文完成50％を最小の到達とし、研
究内容を発表できるようにしておく
（90分以上）

授業後も各自で論文執筆を続け、次
の科目「同Ⅱ」授業前には、最小6
割完成を目指す（90分以上）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

論文作成
引き続き、どんどん執筆をし、指導を受けていく。

とにかく少しでも執筆を進めてお
く。併せて先行研究文献を追加して
いく（90分以上）

指摘された事柄は、必ず論証できる
文献を探し、論文に加筆していく
（90分以上）
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13

論文作成
引き続き、作成した論文を順次提出し、指導を受ける。

40％の部分（5章構成なら2章分以
上）は「完成」論文にしておく。
（90分以上）

書きあげた各章の内容に重複する事
項がないか等を確認し、各章のタイ
トルに焦点が絞られた内容にしてお
く（90分以上）

11

修士論文の書き方および構成を再度点検し、全体の30％程度「完
成」したものを提出し、指導を受ける。

本文を何度も推敲し、最小30％以上
は完成しておく（90分以上）

論文を最小30％以上「完成品」にし
ておくこと（90分以上）

12

論文作成
書けた部分から提出し、指導を受ける。
論文内容や構成に変更があった場合は、今後の研究計画の見直し
を行う。

40％以上完成した論文を提出できる
ように準備しておく（90分以上）

これまでの参考引用文献の見直しを
行う。資料についてはその扱いを再
検討しておく（90分以上）

9

学会等研究発表会のプレゼン練習を行う。併せて研究発表に必要
な配布資料の確認・検討をする。

研究発表会用のプレゼンテーション
準備をしておくこと（90分以上）

学会発表用のスライドの再検討、配
布資料の修正をしておく（90分以
上）

10

公開発表会で指摘された問題点や研究方法等について、どのよう
に対応・改善していくかを報告する。

研究発表会で指摘された部分を再考
し、修正した論文に直しておく（90
分以上）

論文をどんどん書き進めていく（90
分以上）

7

学会研究発表会または研究会に向かって、論文の内容構成とテー
マ等を再考し、その一部を取り上げて発表用資料を作成する。

論文構成を見直し、問題点と仮説、
その論拠と提案までをどのような流
れで論証するか明文化しておくこと
（90分以上）

論文構成を確立し、これからさらに
研究を深める必要のある文献にあ
たっておくこと（90分以上）

8

学会発表会または研究会用の抄録、概要を提出する。修正・訂正
が必要な部分の検討を行う。そして中間発表用の論文発表分を完
成する。

研究発表会用の配布資料等を作成し
ておくこと（90分以上）

論文の題名、副題、章立て、節な
ど、内容の校正確認（90分以上）

5

論文作成に必要な参考・引用文献のリストを作成し、どの部分が
論文作成に重要であるかを確認できるよう、レポートにまとめ
る。

これまでの先行研究で参考にした文
献リストを作成しておくこと（90分
以上）

先行研究の論点をまとめ、引用・参
考文献の見直しをしておくこと（90
分）

6

参考文献・資料をまとめたレポートを提出し、内容について質疑
応答する。

参考文献・資料の引用部分とその前
後の文脈も加筆してレポートにして
おく（90分以上）

研究テーマで不足している参考文
献・資料を入手し、精読しておくこ
と（90分以上）

3

論文テーマに関する代表的な先行研究文献２つを読み、自身の論
文に参考になる部分を押さえておく。

先行研究文献２つを読み、引用でき
る部分を文章化しておく（90分以
上）

先行研究の2文献を再度精読し、引
用部分を整理しておく（90分以上）

4

論文テーマに関する最も新しい文献2冊を読破し、引用部分をレ
ポートにまとめる。

先行研究論文を2件、熟読してまと
めておく（90分以上）

先行研究を１文献追加し、引用部分
をまとめておく（90分以上）

1

院生は論文作成のための進捗状況および研究計画について説明す
る。

論文テーマの確認をして説明できる
ようにしておく（90分）

論文テーマの資料整理をしておくこ
と（90分）

2

論文のテーマを具体的に明文化していく。 論文の序論部分を完成しておく（90
分）

序論部分を修正し、研究目的を明ら
かにする（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

課題提出は、当日に口頭で内容確認のうえ指導するか、次回にコメントを添えて返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．専門研究領域について具体的に解説できる。
２．よい論文とは何かが説明できる。
３．先行研究を批判的に読むことができる。
４．論文テーマを深め、自律的に研究できる。

授業の方法

調査方法の学習と問題提起、ディスカッションを中心とする。
特に、先行研究や資料の収集方法と、そこから得た知見を応用して論文執筆したり、発表したりするができるように演習形式をとる。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 岡本　佐智子

授業の位置づけ

受講生の各専門領域において深く研究したい領域の問題や事柄を論文にまとめ、発表できる能力を身につける科目である。（知識・技能）
「研究方法論」科目で学んだことを活かし、「特別課題研究Ⅱ」に連動する。

授業の概要

修士論文完成のための具体的な論文作成指導を行う。
受講生は本論の一部を完成し、学会で発表できるようにするため、より論定の明解な文章の書き方を主体的に学んでいく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200220G3 特別課題研究I（後期） 6700 3 2
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北海道文教大学　2022年度　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

資料や文献収集に丁寧に地道に取り組み、自律した学習姿勢であることを期待する。

備考欄

その他 0

教科書 プリントを配布／配信する。

参考文献 研究内容に関する先行研究を適宜紹介していく。

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各回の指定課題提出100％

15

論文の50％分を提出し、研究内容の概要をプレゼンする。
論点が整理できているか、明らかになった事項は何かを発表して
いく。

論文完成50％を最小の到達とし、研
究内容を発表できるようにしておく
（90分以上）

授業後も各自で論文執筆を続け、次
の科目「同Ⅱ」授業前には、最小6
割完成を目指す（90分以上）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

論文作成
引き続き、どんどん執筆をし、指導を受けていく。

とにかく少しでも執筆を進めてお
く。併せて先行研究文献を追加して
いく（90分以上）

指摘された事柄は、必ず論証できる
文献を探し、論文に加筆していく
（90分以上）
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北海道文教大学　2022年度　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻　シラバス 2022/04/01

13

論文作成
引き続き、作成した論文を順次提出し、指導を受ける。

40％の部分（5章構成なら2章分以
上）は「完成」論文にしておく。
（90分以上）

書きあげた各章の内容に重複する事
項がないか等を確認し、各章のタイ
トルに焦点が絞られた内容にしてお
く（90分以上）

11

修士論文の書き方および構成を再度点検し、全体の30％程度「完
成」したものを提出し、指導を受ける。

本文を何度も推敲し、最小30％以上
は完成しておく（90分以上）

論文を最小30％以上「完成品」にし
ておくこと（90分以上）

12

論文作成
書けた部分から提出し、指導を受ける。
論文内容や構成に変更があった場合は、今後の研究計画の見直し
を行う。

40％以上完成した論文を提出できる
ように準備しておく（90分以上）

これまでの参考引用文献の見直しを
行う。資料についてはその扱いを再
検討しておく（90分以上）

9

学会等研究発表会のプレゼン練習を行う。併せて研究発表に必要
な配布資料の確認・検討をする。

研究発表会用のプレゼンテーション
準備をしておくこと（90分以上）

学会発表用のスライドの再検討、配
布資料の修正をしておく（90分以
上）

10

公開発表会で指摘された問題点や研究方法等について、どのよう
に対応・改善していくかを報告する。

研究発表会で指摘された部分を再考
し、修正した論文に直しておく（90
分以上）

論文をどんどん書き進めていく（90
分以上）

7

学会研究発表会または研究会に向かって、論文の内容構成とテー
マ等を再考し、その一部を取り上げて発表用資料を作成する。

論文構成を見直し、問題点と仮説、
その論拠と提案までをどのような流
れで論証するか明文化しておくこと
（90分以上）

論文構成を確立し、これからさらに
研究を深める必要のある文献にあ
たっておくこと（90分以上）

8

学会発表会または研究会用の抄録、概要を提出する。修正・訂正
が必要な部分の検討を行う。そして中間発表用の論文発表分を完
成する。

研究発表会用の配布資料等を作成し
ておくこと（90分以上）

論文の題名、副題、章立て、節な
ど、内容の校正確認（90分以上）

5

論文作成に必要な参考・引用文献のリストを作成し、どの部分が
論文作成に重要であるかを確認できるよう、レポートにまとめ
る。

これまでの先行研究で参考にした文
献リストを作成しておくこと（90分
以上）

先行研究の論点をまとめ、引用・参
考文献の見直しをしておくこと（90
分）

6

参考文献・資料をまとめたレポートを提出し、内容について質疑
応答する。

参考文献・資料の引用部分とその前
後の文脈も加筆してレポートにして
おく（90分以上）

研究テーマで不足している参考文
献・資料を入手し、精読しておくこ
と（90分以上）

3

論文テーマに関する代表的な先行研究文献２つを読み、自身の論
文に参考になる部分を押さえておく。

先行研究文献２つを読み、引用でき
る部分を文章化しておく（90分以
上）

先行研究の2文献を再度精読し、引
用部分を整理しておく（90分以上）

4

論文テーマに関する最も新しい文献2冊を読破し、引用部分をレ
ポートにまとめる。

先行研究論文を2件、熟読してまと
めておく（90分以上）

先行研究を１文献追加し、引用部分
をまとめておく（90分以上）

1

院生は論文作成のための進捗状況および研究計画について説明す
る。

論文テーマの確認をして説明できる
ようにしておく（90分）

論文テーマの資料整理をしておくこ
と（90分）

2

論文のテーマを具体的に明文化していく。 論文の序論部分を完成しておく（90
分）

序論部分を修正し、研究目的を明ら
かにする（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

課題提出は、当日に口頭で内容確認のうえ指導するか、次回にコメントを添えて返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．専門研究領域について具体的に解説できる。
２．よい論文とは何かが説明できる。
３．先行研究を批判的に読むことができる。
４．論文テーマを深め、自律的に研究できる。

授業の方法

調査方法の学習と問題提起、ディスカッションを中心とする。
特に、先行研究や資料の収集方法と、そこから得た知見を応用して論文執筆したり、発表したりするができるように演習形式をとる。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 小西　正人

授業の位置づけ

受講生の各専門領域において深く研究したい領域の問題や事柄を論文にまとめ、発表できる能力を身につける科目である。
「研究方法論」科目で学んだことを活かし、「特別課題研究Ⅱ」に連動する。

授業の概要

修士論文完成のための具体的な論文作成指導を行う。
受講生は本論の一部を完成し、学会で発表できるようにするため、より論定の明解な文章の書き方を主体的に学んでいく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200220G4 特別課題研究I（後期） 6700 3 2
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北海道文教大学　2022年度　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

資料や文献収集に丁寧に地道に取り組み、自律した学習姿勢であることを期待する。

備考欄

その他 0

教科書 プリントを配布／配信する。

参考文献 研究内容に関する先行研究を適宜紹介していく。

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各回の指定課題提出100％

15

論文の50％分を提出し、研究内容の概要をプレゼンする。
論点が整理できているか、明らかになった事項は何かを発表して
いく。

論文完成50％を最小の到達とし、研
究内容を発表できるようにしておく
（90分以上）

授業後も各自で論文執筆を続け、次
の科目「同Ⅱ」授業前には、最小6
割完成を目指す（90分以上）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

論文作成
引き続き、どんどん執筆をし、指導を受けていく。

とにかく少しでも執筆を進めてお
く。併せて先行研究文献を追加して
いく（90分以上）

指摘された事柄は、必ず論証できる
文献を探し、論文に加筆していく
（90分以上）
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北海道文教大学　2022年度　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻　シラバス 2022/04/01

13

修正・追加が必要な部分の指導を受ける。 完成論文を提出できるようにしてお
くこと（90分以上）

指導を受けた部分は丁寧に加筆して
おくこと（90分以上）

14

論文を再提出、または再々提出して指導を受ける。
各章が論文全体のどこに位置するのかを明確にするための構成を
確認する。

より完成度の高い論文が提出できる
ようにしておくこと（90分以上）

指導を受けた部分を含めて丁寧に論
文全体を読み返し、問題点は直して
おくこと（90分以上）

11

修士論文の仕上げについて報告する。 引用文献も含めて論文を完成させて
おくこと（90分以上）

論文の9割は見直しがおわっている
ようにする（90分以上）

12

各自が十分見直した上での論文を提出する。 論文を完成させ、目次等体裁の確認
して提出できるようにしておくこと
（90分以上）

指導を受けた部分は、必ず文献に当
たって加筆・修正しておく（90分以
上）

9

発表会の予行演習を行う。
論文の論点が明解か、仮説を立証するデータか等、理路整然と伝
達できる構成かを見直す。

論文発表用のパワーポイント用スラ
イドを作成しておくこと（90分以
上）

調査研究部分は、明瞭に示せるよう
に図表化しておくこと（90分以上）

10

発表会で指摘されたことについてどこまで修正できたかを発表す
る。

論文の9割以上は完成させておくこ
と（90分以上）

構成・引用部分を見直し、論文を完
成しておくこと（90分以上）

7

公開発表会のための原稿作成およびその書き方について指導す
る。あわせて個々に論文指導を受ける。

論文の8割以上、完成させておくこ
と（3時間以上）

副指導教員の研究指導を受けておく
こと（90分以上）

8

発表原稿の内容・構成について話し合う。 論文発表用のハンドアウトを作成し
ておくこと（90分以上）

論文発表用の配付資料、プレゼン
テーションの準備をしておくこと
（90分以上）

5

提出論文の内容について質疑応答。翌週の課題を出す。 論文の6割以上、完成させておくこ
と（90分以上）

問題点はクリアにしておくこと。論
文を「完成」しておくこと（90分以
上）

6

訂正された論文の内容について質疑応答。翌週の課題を出す。 論文の7割以上、完成させておくこ
と（90分以上）

どんどん論文執筆を進めておく（90
分以上）

3

１章から２章分を「完成」させるための指導を受ける。以前に提
出したレポートと比較しながら、研究の深みが出ているか報告す
る。

論文を書き進め、１・２章分を完成
できるようにしておくこと（90分以
上）

指導を受けた部分の訂正・追加をし
ておくこと（90分以上）

4

論文の５割が「完成」してあることを前提に指導を受ける。章構
成の見直しがある場合は、そのための別紙案を提出する。

論文の5割を完成させておくこと
（90分以上）

どんどん論文を「完成」に近づけて
おくこと（90分以上）

1

受講院生は中間発表で指導、忠告されたことをふまえてどこまで
書けたかを報告する。

中間発表時の改訂版を作成しておく
こと（90分以上）

指導を受けた部分を改定しておくこ
と（90分以上）

2

第2回目の論文作成経過報告を行う。資料収集が難しいものにつ
いては、図書館で検索方法の追加演習を行う。

論文を書き進め、1章分は完成して
おくこと（90分以上）

論文を書き進め、指導を受けた部分
を（90分以上）調べ、補完しておく
こと（120分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

各回提出の論文執筆部分については、授業内に口頭で指導するだけでなく、課外に追加／再提出された場合はメール等でできるだけ速くコ
メントを添えて返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．論文提出日までに、修士論文にふさわしい内容で、3万字以上の論文を書くことができる。
２．専門研究領域の論文の書き方にしたがって、論文を書くことができる。
３．先行研究を批判的に読むことができる。
４．資料収集や調査活動では人権的配慮ができる。
５．学んだ専門研究を社会に還元できる。

授業の方法

基本的に個別指導で修士論文を完成してもらう。
受講生は研究テーマの先行研究や資料の収集とそのまとめを作成し、批判的読解の上で引用し、どんどん論文執筆を進めてもらう。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 岡本　佐智子

授業の位置づけ

優れた修士論文完成に向かって、専門研究を深め研究者としての研究姿勢を身につけるための科目である。
「研究方法論Ａ・Ｂ」「特別課題研究Ⅰ」の発展科目。

授業の概要

修士論文完成のための具体的な研究指導をする授業である。基本的に受講生が執筆／作成できたところまでを当日または前日に教員に提出
し、その論文の不備や問題で指導を受けた部分を修正・加筆していく。受講生主体の指導型・研究共有型で授業を進めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200230G1 特別課題研究II（前期） 6702 3 2
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北海道文教大学　2022年度　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

週2回程度の授業以外にも論文指導を行うので、どんどん論文作成を進め、研究の進捗状況が報告できるようにすること。

備考欄

その他 0

教科書 論文書式は研究テーマ領域の学会書式にならう。

参考文献 研究テーマに関する書籍や論文を適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 修士論文作成のプロセスと完成度100%

15

最終的なチェックを受けた論文を提出し、口頭試験に向けての概
要作成のチェックを受ける。

論文口頭発表のための準備をしてお
くこと（90分以上）

論文提出後にも指導があるので、完
璧な論文になるよう改善しておくこ
と（90分以上）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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北海道文教大学　2022年度　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻　シラバス 2022/04/01

13

修正・追加が必要な部分の指導を受ける。 完成論文を提出できるようにしてお
くこと（90分以上）

指導を受けた部分は丁寧に加筆して
おくこと（90分以上）

14

論文を再提出、または再々提出して指導を受ける。
各章が論文全体のどこに位置するのかを明確にするための構成を
確認する。

より完成度の高い論文が提出できる
ようにしておくこと（90分以上）

指導を受けた部分を含めて丁寧に論
文全体を読み返し、問題点は直して
おくこと（90分以上）

11

修士論文の仕上げについて報告する。 引用文献も含めて論文を完成させて
おくこと（90分以上）

論文の9割は見直しがおわっている
ようにする（90分以上）

12

各自が十分見直した上での論文を提出する。 論文を完成させ、目次等体裁の確認
して提出できるようにしておくこと
（90分以上）

指導を受けた部分は、必ず文献に当
たって加筆・修正しておく（90分以
上）

9

発表会の予行演習を行う。
論文の論点が明解か、仮説を立証するデータか等、理路整然と伝
達できる構成かを見直す。

論文発表用のパワーポイント用スラ
イドを作成しておくこと（90分以
上）

調査研究部分は、明瞭に示せるよう
に図表化しておくこと（90分以上）

10

発表会で指摘されたことについてどこまで修正できたかを発表す
る。

論文の9割以上は完成させておくこ
と（90分以上）

構成・引用部分を見直し、論文を完
成しておくこと（90分以上）

7

公開発表会のための原稿作成およびその書き方について指導す
る。あわせて個々に論文指導を受ける。

論文の8割以上、完成させておくこ
と（3時間以上）

副指導教員の研究指導を受けておく
こと（90分以上）

8

発表原稿の内容・構成について話し合う。 論文発表用のハンドアウトを作成し
ておくこと（90分以上）

論文発表用の配付資料、プレゼン
テーションの準備をしておくこと
（90分以上）

5

提出論文の内容について質疑応答。翌週の課題を出す。 論文の6割以上、完成させておくこ
と（90分以上）

問題点はクリアにしておくこと。論
文を「完成」しておくこと（90分以
上）

6

訂正された論文の内容について質疑応答。翌週の課題を出す。 論文の7割以上、完成させておくこ
と（90分以上）

どんどん論文執筆を進めておく（90
分以上）

3

１章から２章分を「完成」させるための指導を受ける。以前に提
出したレポートと比較しながら、研究の深みが出ているか報告す
る。

論文を書き進め、１・２章分を完成
できるようにしておくこと（90分以
上）

指導を受けた部分の訂正・追加をし
ておくこと（90分以上）

4

論文の５割が「完成」してあることを前提に指導を受ける。章構
成の見直しがある場合は、そのための別紙案を提出する。

論文の5割を完成させておくこと
（90分以上）

どんどん論文を「完成」に近づけて
おくこと（90分以上）

1

受講院生は中間発表で指導、忠告されたことをふまえてどこまで
書けたかを報告する。

中間発表時の改訂版を作成しておく
こと（90分以上）

指導を受けた部分を改定しておくこ
と（90分以上）

2

第2回目の論文作成経過報告を行う。資料収集が難しいものにつ
いては、図書館で検索方法の追加演習を行う。

論文を書き進め、1章分は完成して
おくこと（90分以上）

論文を書き進め、指導を受けた部分
を（90分以上）調べ、補完しておく
こと（120分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

各回提出の論文執筆部分については、授業内に口頭で指導するだけでなく、課外に追加／再提出された場合はメール等でできるだけ速くコ
メントを添えて返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．論文提出日までに、修士論文にふさわしい内容で、3万字以上の論文を書くことができる。
２．専門研究領域の論文の書き方にしたがって、論文を書くことができる。
３．先行研究を批判的に読むことができる。
４．資料収集や調査活動では人権的配慮ができる。
５．学んだ専門研究を社会に還元できる。

授業の方法

基本的に個別指導で修士論文を完成してもらう。
受講生は研究テーマの先行研究や資料の収集とそのまとめを作成し、批判的読解の上で引用し、どんどん論文執筆を進めてもらう。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 小西　正人

授業の位置づけ

優れた修士論文完成に向かって、専門研究を深め研究者としての研究姿勢を身につけるための科目である。
「研究方法論Ａ・Ｂ」「特別課題研究Ⅰ」の発展科目。

授業の概要

修士論文完成のための具体的な研究指導をする授業である。基本的に受講生が執筆／作成できたところまでを当日または前日に教員に提出
し、その論文の不備や問題で指導を受けた部分を修正・加筆していく。受講生主体の指導型・研究共有型で授業を進めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200230G2 特別課題研究II（前期） 6702 3 2
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北海道文教大学　2022年度　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

週2回程度の授業以外にも論文指導を行うので、どんどん論文作成を進め、研究の進捗状況が報告できるようにすること。

備考欄

その他 0

教科書 論文書式は研究テーマ領域の学会書式にならう。

参考文献 研究テーマに関する書籍や論文を適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 修士論文作成のプロセスと完成度100%

15

最終的なチェックを受けた論文を提出し、口頭試験に向けての概
要作成のチェックを受ける。

論文口頭発表のための準備をしてお
くこと（90分以上）

論文提出後にも指導があるので、完
璧な論文になるよう改善しておくこ
と（90分以上）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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北海道文教大学　2022年度　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻　シラバス 2022/04/01

13

修正・追加が必要な部分の指導を受ける。 完成論文を提出できるようにしてお
くこと（90分以上）

指導を受けた部分は丁寧に加筆して
おくこと（90分以上）

14

論文を再提出、または再々提出して指導を受ける。
各章が論文全体のどこに位置するのかを明確にするための構成を
確認する。

より完成度の高い論文が提出できる
ようにしておくこと（90分以上）

指導を受けた部分を含めて丁寧に論
文全体を読み返し、問題点は直して
おくこと（90分以上）

11

修士論文の仕上げについて報告する。 引用文献も含めて論文を完成させて
おくこと（90分以上）

論文の9割は見直しがおわっている
ようにする（90分以上）

12

各自が十分見直した上での論文を提出する。 論文を完成させ、目次等体裁の確認
して提出できるようにしておくこと
（90分以上）

指導を受けた部分は、必ず文献に当
たって加筆・修正しておく（90分以
上）

9

発表会の予行演習を行う。
論文の論点が明解か、仮説を立証するデータか等、理路整然と伝
達できる構成かを見直す。

論文発表用のパワーポイント用スラ
イドを作成しておくこと（90分以
上）

調査研究部分は、明瞭に示せるよう
に図表化しておくこと（90分以上）

10

発表会で指摘されたことについてどこまで修正できたかを発表す
る。

論文の9割以上は完成させておくこ
と（90分以上）

構成・引用部分を見直し、論文を完
成しておくこと（90分以上）

7

公開発表会のための原稿作成およびその書き方について指導す
る。あわせて個々に論文指導を受ける。

論文の8割以上、完成させておくこ
と（3時間以上）

副指導教員の研究指導を受けておく
こと（90分以上）

8

発表原稿の内容・構成について話し合う。 論文発表用のハンドアウトを作成し
ておくこと（90分以上）

論文発表用の配付資料、プレゼン
テーションの準備をしておくこと
（90分以上）

5

提出論文の内容について質疑応答。翌週の課題を出す。 論文の6割以上、完成させておくこ
と（90分以上）

問題点はクリアにしておくこと。論
文を「完成」しておくこと（90分以
上）

6

訂正された論文の内容について質疑応答。翌週の課題を出す。 論文の7割以上、完成させておくこ
と（90分以上）

どんどん論文執筆を進めておく（90
分以上）

3

１章から２章分を「完成」させるための指導を受ける。以前に提
出したレポートと比較しながら、研究の深みが出ているか報告す
る。

論文を書き進め、１・２章分を完成
できるようにしておくこと（90分以
上）

指導を受けた部分の訂正・追加をし
ておくこと（90分以上）

4

論文の５割が「完成」してあることを前提に指導を受ける。章構
成の見直しがある場合は、そのための別紙案を提出する。

論文の5割を完成させておくこと
（90分以上）

どんどん論文を「完成」に近づけて
おくこと（90分以上）

1

受講院生は中間発表で指導、忠告されたことをふまえてどこまで
書けたかを報告する。

中間発表時の改訂版を作成しておく
こと（90分以上）

指導を受けた部分を改定しておくこ
と（90分以上）

2

第2回目の論文作成経過報告を行う。資料収集が難しいものにつ
いては、図書館で検索方法の追加演習を行う。

論文を書き進め、1章分は完成して
おくこと（90分以上）

論文を書き進め、指導を受けた部分
を（90分以上）調べ、補完しておく
こと（120分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

各回提出の論文執筆部分については、授業内に口頭で指導するだけでなく、課外に追加／再提出された場合はメール等でできるだけ速くコ
メントを添えて返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．論文提出日までに、修士論文にふさわしい内容で、3万字以上の論文を書くことができる。
２．専門研究領域の論文の書き方にしたがって、論文を書くことができる。
３．先行研究を批判的に読むことができる。
４．資料収集や調査活動では人権的配慮ができる。
５．学んだ専門研究を社会に還元できる。

授業の方法

基本的に個別指導で修士論文を完成してもらう。
受講生は研究テーマの先行研究や資料の収集とそのまとめを作成し、批判的読解の上で引用し、どんどん論文執筆を進めてもらう。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 岡本　佐智子

授業の位置づけ

優れた修士論文完成に向かって、専門研究を深め研究者としての研究姿勢を身につけるための科目である。（知識・技能）
「研究方法論Ａ・Ｂ」「特別課題研究Ⅰ」の発展科目。

授業の概要

修士論文完成のための具体的な研究指導をする授業である。基本的に受講生が執筆／作成できたところまでを当日または前日に教員に提出
し、その論文の不備や問題で指導を受けた部分を修正・加筆していく。受講生主体の指導型・研究共有型で授業を進めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200230G3 特別課題研究II（後期） 6702 3 2
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北海道文教大学　2022年度　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

週2回程度の授業以外にも論文指導を行うので、どんどん論文作成を進め、研究の進捗状況が報告できるようにすること。

備考欄

その他 0

教科書 論文書式は研究テーマ領域の学会書式にならう。

参考文献 研究テーマに関する書籍や論文を適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 修士論文作成のプロセスと完成度100%

15

最終的なチェックを受けた論文を提出し、口頭試験に向けての概
要作成のチェックを受ける。

論文口頭発表のための準備をしてお
くこと（90分以上）

論文提出後にも指導があるので、完
璧な論文になるよう改善しておくこ
と（90分以上）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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北海道文教大学　2022年度　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻　シラバス 2022/04/01

13

修正・追加が必要な部分の指導を受ける。 完成論文を提出できるようにしてお
くこと（90分以上）

指導を受けた部分は丁寧に加筆して
おくこと（90分以上）

14

論文を再提出、または再々提出して指導を受ける。
各章が論文全体のどこに位置するのかを明確にするための構成を
確認する。

より完成度の高い論文が提出できる
ようにしておくこと（90分以上）

指導を受けた部分を含めて丁寧に論
文全体を読み返し、問題点は直して
おくこと（90分以上）

11

修士論文の仕上げについて報告する。 引用文献も含めて論文を完成させて
おくこと（90分以上）

論文の9割は見直しがおわっている
ようにする（90分以上）

12

各自が十分見直した上での論文を提出する。 論文を完成させ、目次等体裁の確認
して提出できるようにしておくこと
（90分以上）

指導を受けた部分は、必ず文献に当
たって加筆・修正しておく（90分以
上）

9

発表会の予行演習を行う。
論文の論点が明解か、仮説を立証するデータか等、理路整然と伝
達できる構成かを見直す。

論文発表用のパワーポイント用スラ
イドを作成しておくこと（90分以
上）

調査研究部分は、明瞭に示せるよう
に図表化しておくこと（90分以上）

10

発表会で指摘されたことについてどこまで修正できたかを発表す
る。

論文の9割以上は完成させておくこ
と（90分以上）

構成・引用部分を見直し、論文を完
成しておくこと（90分以上）

7

公開発表会のための原稿作成およびその書き方について指導す
る。あわせて個々に論文指導を受ける。

論文の8割以上、完成させておくこ
と（3時間以上）

副指導教員の研究指導を受けておく
こと（90分以上）

8

発表原稿の内容・構成について話し合う。 論文発表用のハンドアウトを作成し
ておくこと（90分以上）

論文発表用の配付資料、プレゼン
テーションの準備をしておくこと
（90分以上）

5

提出論文の内容について質疑応答。翌週の課題を出す。 論文の6割以上、完成させておくこ
と（90分以上）

問題点はクリアにしておくこと。論
文を「完成」しておくこと（90分以
上）

6

訂正された論文の内容について質疑応答。翌週の課題を出す。 論文の7割以上、完成させておくこ
と（90分以上）

どんどん論文執筆を進めておく（90
分以上）

3

１章から２章分を「完成」させるための指導を受ける。以前に提
出したレポートと比較しながら、研究の深みが出ているか報告す
る。

論文を書き進め、１・２章分を完成
できるようにしておくこと（90分以
上）

指導を受けた部分の訂正・追加をし
ておくこと（90分以上）

4

論文の５割が「完成」してあることを前提に指導を受ける。章構
成の見直しがある場合は、そのための別紙案を提出する。

論文の5割を完成させておくこと
（90分以上）

どんどん論文を「完成」に近づけて
おくこと（90分以上）

1

受講院生は中間発表で指導、忠告されたことをふまえてどこまで
書けたかを報告する。

中間発表時の改訂版を作成しておく
こと（90分以上）

指導を受けた部分を改定しておくこ
と（90分以上）

2

第2回目の論文作成経過報告を行う。資料収集が難しいものにつ
いては、図書館で検索方法の追加演習を行う。

論文を書き進め、1章分は完成して
おくこと（90分以上）

論文を書き進め、指導を受けた部分
を（90分以上）調べ、補完しておく
こと（120分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

各回提出の論文執筆部分については、授業内に口頭で指導するだけでなく、課外に追加／再提出された場合はメール等でできるだけ速くコ
メントを添えて返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．論文提出日までに、修士論文にふさわしい内容で、3万字以上の論文を書くことができる。
２．専門研究領域の論文の書き方にしたがって、論文を書くことができる。
３．先行研究を批判的に読むことができる。
４．資料収集や調査活動では人権的配慮ができる。
５．学んだ専門研究を社会に還元できる。

授業の方法

基本的に個別指導で修士論文を完成してもらう。
受講生は研究テーマの先行研究や資料の収集とそのまとめを作成し、批判的読解の上で引用し、どんどん論文執筆を進めてもらう。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 小西　正人

授業の位置づけ

優れた修士論文完成に向かって、専門研究を深め研究者としての研究姿勢を身につけるための科目である。
「研究方法論Ａ・Ｂ」「特別課題研究Ⅰ」の発展科目。

授業の概要

修士論文完成のための具体的な研究指導をする授業である。基本的に受講生が執筆／作成できたところまでを当日または前日に教員に提出
し、その論文の不備や問題で指導を受けた部分を修正・加筆していく。受講生主体の指導型・研究共有型で授業を進めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200230G4 特別課題研究II（後期） 6702 3 2
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北海道文教大学　2022年度　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

週2回程度の授業以外にも論文指導を行うので、どんどん論文作成を進め、研究の進捗状況が報告できるようにすること。

備考欄

その他 0

教科書 論文書式は研究テーマ領域の学会書式にならう。

参考文献 研究テーマに関する書籍や論文を適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 修士論文作成のプロセスと完成度100%

15

最終的なチェックを受けた論文を提出し、口頭試験に向けての概
要作成のチェックを受ける。

論文口頭発表のための準備をしてお
くこと（90分以上）

論文提出後にも指導があるので、完
璧な論文になるよう改善しておくこ
と（90分以上）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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北海道文教大学　2022年度　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻　シラバス 2022/04/01

9

集団主義的文化と個人主義的文化
ホフステードの調査結果から、個人主義的傾向の強い文化とそう
でない文化の価値観を比較し、グローバル社会における協働を考
える。

ホフステードの調査から個人主義・
集団主義的価値観を調べておく（90
分）

ステレオタイプの集団主義に関する
批判論文を読んでおく（90分）

10

権力格差の強い社会とは
日本の大手企業や団体、組織はどのような仕組みがあるかを確認
し、グローバル企業の組織管理はどうあるべきかを考える。

グローバル企業2社を選び、その組
織マネジメントを調べておくこと
（90分）

ホフステードの個人主義的指標の分
類が現代社会に当てはまるか検証し
ておく（90分）

7

非言語コミュニケーション
身体動作学から時間概念まで、一般的な日本人の非言語行動とそ
の世界観を受講者の母文化と比較し、非言語メッセージを読み解
く演習を行う。

受講者の母文化における非言語コ
ミュニケーションの特徴を10以上考
えておく（90分）

エックマンとフリーゼンの表出ルー
ルをまとめておく（90分）

8

価値観と文化
クラックホンとストロドベックの価値志向論文を読み、自文化と
比較しながら人間の活動基準の異なりを検証していく。

受講者の自然、未来、現在、過去に
ついての価値観を調べておく（90
分）

日本語における「ある・なる」観
と、反対の「する」観を日本語表現
から探しておく（90分）

5

自己開示差について
ジョハリの窓に代表される自己開示理論を元に、日米比較、日中
比較し、自己呈示を含めた自己開示の文化差をディスカッション
していく。

自己開示論文を読み、中国文化にお
ける「面子」について調べておく
（90分）

D面子を潰されたとする事例をＤＩ
Ｅ法で描写しておく（90分）

6

コンフリクトマネジメント
対人関係における対立や紛争のコミュニケーション問題を事例か
ら考えていく。

中国文化における「面子」に関する
研究論文を2本読んでおく（90分）

集団のコンフリクトにつながる翻
訳・通訳などの言語問題を2つ探し
ておく（90分）

3

コミュニケーションのしくみ
交流モデルや、手がかりモデルから、意味の創造はどのようなノ
イズや記号によって生まれるのかを事例から考えていく。

コミュニケーションにおける記号解
読の仕組みを読んでおくこと（90
分）

協調関係のコミュニケーションには
どのような記号がはたらくかを調べ
ておく（90分）

4

コミュニケーションスタイルとは
らせん型、直線型、飛び石型の各コミュニケーションスタイルを
高コンテキスト・低コンテキスト文化の視点から談話分析してい
く。

Ｅ.ホールの高文脈文化と低文脈文
化をよく読んでおく（90分）

同一場面で、高コンテキスト文化と
低コンテキスト文化の会話例を作成
する（90分）

1

オリエンテーション
異文化間コミュニケーションとはなにか。受講生の異文化接触体
験とその適応を振り返り、多様な価値観を確認する。

異文化コミュニケーションの定義を
２つ以上調べ、まとめておくこと
（60分）

文化とはなにか、コミュニケーショ
ンとはなにか、各5つ以上の定義を
調べておく。（120分）

2

異文化コミュニケーションスキルとは
文化背景の異なる対人コミュニケーションでミスコミュニケー
ションを回避するためには、どんな補足説明が必要かを事例から
考えていく。

これまでの異文化体験からミスコ
ミュニケーションや誤解はなぜ起
こったのかを振り返ってまとめてお
く（90分）

コミュニケーション能力、異文化コ
ミュニケーション能力に必要な資質
をまとめておく（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

レポートやディスカッションペーパー等の課題提出については、次回の授業でコメントを添えて返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１　異文化コミュニケーションの代表的な理論を具体例をあげて説明できるようになる。
２　先行研究等の文献を鵜呑みせずに懐疑的に精読できるようになる。
３　自身の文化と特定文化のコミュニケーションギャップを文化背景から説明できるようになる。
４　異なった価値観を受け入れる寛容さを意識化するようになる。

授業の方法

講義と受講者と異文化コミュニケーション理論のディスカッションを中心に行う。受講者は課外に指定課題について調査し、授業でプレゼ
ンしていく。

ＩＣＴ活用 本学図書館サイトおよびインターネットで先行研究や文献等、論文の検索等を行う。

前期

教員氏名 岡本　佐智子

授業の位置づけ

言語・文化に関する多角的な視点を身につけ（思考・判断・表見）、多言語・多文化社会におけるコミュニケーション研究をするための基
礎科目である。（知識・技能）
「異文化間コミュニケーションⅡ」「国際関係論特別研究Ⅰ・Ⅱ」「地域社会研究Ⅰ・Ⅱ」に連動する研究手法を学ぶ科目となる。

授業の概要

異文化間コミュニケーションにおける代表的な理論を、講議と受講生の研究発表を中心に検証していく。
異文化間のコミュニケーションギャップとパーセプションギャップの理論を、先行研究論文の精読を通して、理論の検証をディスカッショ
ンしていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200010G1 異文化間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究Ｉ 5400 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

各授業では指定する論文や関連する先行研究を読んでから臨んでほしい。

備考欄

その他

0

教科書 多文化世界／ホフステード／三元社ほか、プリントを配布または配信する。

参考文献 異文化トレーニング／八代京子ほか／三修社ほか、授業で適宜紹介する。

定期試験

0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題提出（レポート、ディスカッションペーパー含む）100％

15

まとめ
異文化間コミュニケ－ションの代表的な理論から、グローバル企
業における言語／人材管理はどうあるべきかを考える

グローバル企業3社の人材採用条件
や企業文化を調べておく（90分）

言語教育における異文化リテラシー
についてまとめておく（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

異文化適応の諸相
アドラーの異文化適応曲線と適応段階ごとの心理描写を読み、ヤ
ングのらせん型異文化適応モデルと比較する。

自身の異文化接触における心理変化
を振り返って描写しておく（90分）

アドラーの適応心理段階をＤ.マツ
モト理論に照らしてまとめておく
（90分）

14

多文化社会
日本における外国人生活者がどのような問題を抱えているかを
ディスカッションしていく。

自国の移民問題について、その政策
から調べておく（90分）

多文化共生にいちばん必要な考え方
や政策とその教育について自分の意
見をまとめておく（90分）

11

不確実性回避の強い文化
日本人が不確実性回避が強い傾向にあるのはなぜか、受講生の
ディスカッションペーパーをもとに議論していく。

外国人からみた日本人の不思議行動
を調べ,、発表準備をしておく（90
分）

不確実性回避の弱い社会の問題点を
まとめておく（90分）

12

ステレオタイプと偏見
偏見・差別の事例から、メディアリテラシーのあり方を考える。
ネットリテラシーが機能しなくなる事柄について、フェイク
ニュース事例から考える。

指定課題について世界の代表的な通
信社3社の配信内容を調べておく
（90分）

報道の偏りはなぜ起こるかをまとめ
ておく（90分）
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9

異文化交流史的アプローチ
通時的視点から異文化接触・交流を時間軸に沿って研究した事例
を紹介する。

江戸時代に海外渡航(漂流者も含
む）した人物と、彼らがもたらした
ものを調べておく(90分）

北海道の外国交流史の一覧表を作成
しておくこと(90分）

10

多文化社会のメッセージ
アイヌ文化について発表してもらう。そこから、日本社会におけ
る少数派とされる集団／社会の人々がどのようなエンパワーメン
トが必要かを演習する。

アイヌの歴史／文化について調べ、
発表準備しておくこと。ろう文化と
はどのようなことかをネットで調べ
ておくこと(90分）

ディズニー長編アニメがなぜ世界で
支持されているのかをグループアン
ケートしておくこと(90分）

7

異文化のフィールドワークとは
まず問題設定をする。
ここでは３大宗教のフィールドワーク事例から、どのような調査
方法と手法が使われているかを眺める

仏教、イスラム教、キリスト教の共
通点を調べておく(90分）

日本人の多神教の価値観をまとめて
おくこと(90分）

8

異文化批評の意義
文化の政治性や排他性を見抜く文化研究とはどのようなものがあ
るか、また文化の要素を見抜くレトリック研究手法を分析してみ
る。

著名人が自己を美化するためにどの
ようなレトリックを使っているか、
ネットや雑誌から調べておく(90
分）

日本の異文化交流史から、現代日本
に大きな影響を与えた文化は何かを
調べておく(90分）

5

中国文化の「面子」をめぐって
各受講生の面子事例をプレゼンし、面子の諸相をディスカッショ
ンしていく。

面子事例を具体的に発表できるよう
プレゼン準備をしておくこと(90分
以上）

ルース・ベネディクト『菊と刀』が
なぜ世界で評価されたのか、多言語
ネットで閲覧しておくこと(90分）

6

日本人の「恥」とは
日本人の恥はどのような歴史のもとに築かれてきたのかの研究論
文を読み、自身と比較しながら恥の基準をディスカッションして
いく。

日本語の「恥」とはどのようなもの
か、文献から定義や意味が説明でき
るようにしておく(90分）

「恥ずかしい」「照れる」に対応す
る外国語訳を調べ、用例を入れて３
種の訳を調べておく(90分）

3

異文化コミュニケーション研究のトレンド
近年の異文化間コミュニケーション領域で研究が活発化している
談話分析、経済行動分析の手法を紹介する。

異言語間のコミュニケーションには
どのようなすれ違いがおこるのか、
受講生の母語と他言語間での事例を
３つまとめておく(90分）

異文化研究における非言語コミュニ
ケーション研究の記述表現の難しさ
をあげておくこと(90分）

4

FACEとは何か
先行研究論文を精読し、中国人の面子について意見交換してい
く。

指定する中国人研究者の「面子」論
文に目を通して発表用にまとめてお
くこと(90分以上）

特に中国人留学生は中国人の面子の
諸相を具体的に説明できるようにま
とめておく(90分）

1

異文化コミュニケーション研究とはⅠ
自文化中心主義、文化相対主義等、異文化間のコミュニケーショ
ン理論の基礎を復習し、リサーチテーマに関する「問題意識」を
考える。

異文化コミュニケーションに関する
論文を1編読んでおくこと(90分）

異文化コミュニケーションの代表的
な理論を説明できるように復習して
おくこと(90分）

2

異文化コミュニケーション研究とはⅡ
多様な研究方法のなかから、隣接領域にある複数の研究方法をど
う選択するか。

異文化コミュニケーション研究で
は、研究事項によってどのような学
際領域との融合が必要か考えておく
こと(90分）

『異文化研究最前線』を読んでおく
こと(90分以上）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

プレゼンやディスカッションペーパーは、授業内に評価と受講生同士のコメントを行う。レポート等の提出課題は個々にコメントを添えて
次回の授業時に返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１　異文化研究にはどのような手法があるかを説明できる。
２　インタビューやアンケート調査の問題点をあげられる。
３　研究項目によって縦断的／横断的にするかの選択ができる。
４　いろいろなデータ分析の手法から、一つは使えるようになる。

授業の方法

各授業の前半は講義または受講生のプレゼンテーションを行い、その問題点をディスカッションしていく。
受講生のプレゼンテーションやディスカッションのテーマは、基本的に言語・文化に関する事項から自由に選択していく。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 岡本　佐智子

授業の位置づけ

国際社会で多様な人々と協働していくために必要なコミュニケーション能力育成の専門的な知識、および研究方法を身につけるための科目
である。（知識・技能）
「異文化間コミュニケーション研究Ⅰ」に続いて、具体的な異文化研究テーマとその諸問題、研究方法を深めていくための科目である。

授業の概要

異文化に関する調査研究をするための手法を講義と演習を通して学んでいく。
ディスカッションテーマは受講生が各自で問題提起し、それに関したデータを他の受講生も収集・持参してその検証をディスカッションし
ていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200580G1 異文化間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究Ⅱ 5402 2 1
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履修条件・留意
事項等

すべての課題提出はＡ４用紙を使い、明朝10.5ポイント、40字×38行で作成すること。

備考欄

その他 0

教科書 プリントを配布する。

参考文献 講義内容に合わせて、先行研究論文等を適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題提出50％、ディスカッション参加度50％。

15

異文化間コミュニケーションと国際コミュニケーション
国際会議の通訳、国際組織の通訳はどのような「噛み砕き」訳を
しているのかを動画で紹介する。
国家間の紛争を招きかねない、同時通訳者の異文化知識はどのよ
うに研鑽しているのかをエッセイから読み解く。

国家間のコミュニケーションにはど
のような言語問題があるかをまとめ
発表できるようにしておくこと(90
分以上）

異文化研修はどのようなプログラム
が効果的か提案レポートを指定期日
までに提出すること(90分以上）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

ビジネスコミュニケーション
異文化経営の事例を紹介する。
そこから、０型組織とＭ型組織の仕事のやり方、意志決定方法、
人事管理等の特徴（組織原理）を学ぶ。

多国籍企業(例えば日本国内なら
グーグルジャパン、楽天、トヨタ
等）の企業文化をネットで調べてお
く(90分）

日本人の「建前と本音」「根回し」
「腹芸」とは何か、意味と事例を確
認しておくこと(90分）

14

ビジネスにおける異文化交渉
二国間交渉が決裂した場合、関係国が一方的な経済制裁に踏み切
ることがある。国際的なルールとは何かを確認していく。
そして、ビジネス交渉で欠かせない説得の異文化交渉のいろいろ
を分類していく。

多国籍企業のコミュニケーションお
よび言語監査について、事例研究文
献から１社は調べておくこと(90
分）

国際ビジネスにおける基本概念の違
いを日中または日米、中米で比較し
ておく(90分）

11

メディアをウォッチする
世論形成とメディアの機能について
最近の大衆的話題や世論を取り上げ、議題設定機能、沈黙の螺
旋、培養理論と照らし合わせる。

韓流がアジアで支持され続けている
のはなぜか、そのプロモーション戦
略をディスカッションペーパーにま
とめておく(90分以上）

ネットコミュニケーション研究の最
前線を調べておくこと(90分）

12

誤訳と文化
文化背景を無視した誤訳例とそのミスコミュニケーション事例か
ら、文化をどう翻訳していくかをディスカッションしていく。

『星の王子さま』を二言語以上の翻
訳で読んで異訳部分を発表できるよ
うにしておくこと(90分以上）

指定のタスクシートに設定された課
題を、分かりやすい日本語／英語に
翻訳してみよう(90分）
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5

・トランスナショナリズム Transnationalism～越境する現代
トランスナショナリズムは、越境する政治・経済・文化・市民・
運動などを見るグローバル化の「見立て」として中心的な認識枠
組みを提供する。現象と理論の両方からグローバル化を考える。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

6

・グローバリズム Globalism～「下から見た世界」の構造
現実主義と自由主義の視点が、力を持った「上からの視座」であ
るとすると、マルクス主義国際関係理論は、開発や経済的支配に
ついて「下からの視座」である南北格差の問題意識を強調する。
従属論、帝国主義論などのグローバリズムの理論群を、市場と資
本主義の観点から整理する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

3

・現実主義 Realism～第２次世界大戦の痛みと記憶
国際関係論の古典的主要理論の１つで、現在も米国など大国の外
交の思考様式に隠然とした影響力を持つ現実主義。Realismの射
程は、主に米国で展開する。パワーの概念という国際関係論に
とって主要な命題の１つをめぐって、モーゲンソーらの論考を中
心に検討する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

4

・自由主義　Liberalism～多元化・経済化する世界
戦後世界が安定し、国際貿易が増大する中で、多国籍企業や国際
機関などのアクターの台頭と、経済・市場分野の重要性の「政治
化」は、現実主義より経済化した認識を必要とする。相互依存や
トランスナショナリズムなど、自由主義の系譜をコヘインらの認
識から考察する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

1

・導入～「世界とは何か、世界をどう見るのか？」
国際関係論の学問的使命とは、「世界」とは何か、それをどのよ
うに認識する（べきな）のか、という認識の枠組みを提供するこ
とである。グローバル化のプロセスを、どのように読み解けばい
いのか、国際関係論の「理論」はその手がかりを提供する。　学
生は各自の関心事をプレゼンする。

シラバスを良く読み自分の問題意識
を整理すること。自分の関心事を短
くプレゼンする準備をすること。
（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

2

＜第１部　理論＞
・理想主義 Idealism～戦間期と国際連盟の挫折
第１次世界大戦の反省から、世界平和は人類の宿願となり、国際
連盟のような制度、規範などが整備されたが、人類は再び戦争へ
と突き進む。E・Ｈ・カーなど戦間期の思想をてがかりに、国際
制度主義や自由主義などに影響した、理想主義の射程と限界を具
体的に考察する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

代表的なレポート課題や小論文などを抽出し、それらについてコメント・講評などを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

国際関係論の世界認識では、アクター（行為主体）間の異なる問題領域での多様な関係性の変化への理解が求められる。この授業では、安
全保障、外交、開発、環境などの具体的な分野における、国家・国際機関・ＮＧＯ・多国籍企業そして先進国市民社会の相互関係、また各
アクターの役割の変化などを学習することで、刻々と変化する国際情勢を自分の力で考える、認識枠組みと分析方法の基礎を獲得できるこ
とを目標とする。

授業の方法

印刷配布物や視聴覚資料を用いて講義形式で進める。
授業で得た知識や自分で調べた情報をもとに、自らの考えをまとめるレポートを書かせる。
授業全体の理解度、応用力、独自の考えが生まれたのかを小論文で確かめ、そのフィードバックを行う。

ＩＣＴ活用 授業内容に関連するホームページや動画等。

前期

教員氏名 渡部　淳

授業の位置づけ

国際関係の専門分野に関する専門的な知識および技能を身につけるための科目である。
「国際関係論特別研究II」　と関連する。

授業の概要

この授業では、国際関係の諸理論と問題領域を学びながら、国際関係論の基本的な分析枠組みと言語の習得を目指し、国際関係分析の理論
的枠組みの骨格をつかむことを狙いとしている。まず、国際関係論の主要理論である現実主義・自由主義や、それらに批判的な見方を紹介
し、諸理論の視点から現代世界の諸問題をどのように理解することができるのか、人類が抱える具体的な諸問題をテーマに具体的に検討し
ていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200430G1 国際関係論特別研究Ｉ 5410 2 カリキュラムにより
異なります。
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その他 0 なし

教科書 なし

定期試験 0 定期試験は行いません。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業参加の積極性20%　課題提出状況50%　小論文形式のテスト30%

15

・まとめ～「わたしたちの国際関係論と世界」
学生の皆さんから出された、いろいろな形の国際関係論から、私
たちが世界をどう見ているのか、そして世界とのつながりをどの
ように感じているのか、一緒に考え議論しながら授業のまとめを
行います。

自分の小論文をこれまでの授業内容
から自分なりに評価してみること。
（９０分）

フィードバックを参考に自分なりに
この授業で得た知識を考えをまとめ
ておくこと。（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

・文化の力 Power of Cultures　
とかく軍事と経済のいわゆるハードな問題に偏りがちな国際関係
論にあって、文化の問題は比較的新しく魅力的で、同時に悩まし
い領域である。アイデンティティーに深く関わりを持つ、言語、
民族、宗教などのネットワークは、理論が考えるよりも大きな世
界変化の動因となっている。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

14

＜第３部　あなたの国際関係論＞
・小論文による理解度と応用力の確認　
国際関係論において、どの理論が一番大事であるとか、どの問題
領域が最重要である、ということはありません。何をどう選び、
あるいは組み合わせて、世界のどこに焦点を合わせ、どう考える
かは一人ひとりの自由です。小論文で何を学んだか、考えたのか
書きます。

これまでの全ての授業の内容とそれ
に対する考えを自分なりに整理して
おくこと。（９０分）

小論文の内容について振り返り思っ
たように書けたのか検証する。（９
０分）

11

・グローバル市場 Global Market　
情報化によって最も恩恵を受けた領域は経済、特に金融を中心と
したグローバルな市場である。国家や社会は相当程度市場化さ
れ、、グローバル市場を経由して瞬時に連結する。現代のガバナ
ンスのメカニズムにおいて、台頭する経済権力や権威に着目す
る。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

12

・南北格差と開発 Division and Development　
開発援助の分野ほど、多様なアクターが複雑に絡み合う問題領域
もないかもしれない。先進国・途上国・国連・ＮＧＯ・多国籍企
業…異なる利害と立場が交錯する開発の領域を事例に、現代の国
際関係のダイナミズムを検討する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

9

・環境問題 Environmental Issue　
環境問題や環境汚染には国境がない。二酸化炭素の排出による、
オゾン層の破壊や地球温暖化や北極海の氷の現象は、地球規模の
気象メカニズムを通じて全世界に深刻な打撃を与える。知的共同
体やＮＧＯ・国際機関の役割など環境問題の多面性を考察する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

10

・IT技術とコミュニケーション革命 IT Revolution of 
Communication　
グローバル化の特徴として情報技術の飛躍的進歩による、世界の
シンクロ化が挙げられる。米国の軍事技術から出発したインター
ネットは、国際ＮＧＯのようにこれまで国境で区切られていた市
民とその運動をつなぎ、同時に、テロリストの広がりも助けてい
る。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

7

・批判理論とその周辺 Critical Theory　
グローバリズムの系譜による分析が「経済主義」であるのに対し
て、批判理論やポスト構造主義以降の議論、特に社会構成主義や
ネオ・グラムシ国際関係論は、人々が持つ「概念」「常識」など
の力が支配、およびその支配への申し立てに果たす役割を強調す
る。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

8

＜第２部　問題領域～現実の中で理論を考える＞
・安全保障と外交 Security and Diplomacy　
現実主義から見る安全保障は軍事のことであり、自由主義の射程
はそこに経済を加える。いずれも国家の安全保障を重視するのに
対し、批判的な諸理論は個人や「人間の安全保障」を唱える。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）
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履修条件・留意
事項等

世界の動きを、理論的枠組みを駆使し、自律的かつ批判的に分析し学問に挑戦する学生を歓迎。

備考欄

参考文献 なし
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5

・国家レベルの援助（３）～北欧の国際協力と国連・ＮＧＯ　資
源に乏しく大規模製造業のない北欧諸国は、厳しい自然環境の中
から、独自の国際協力の考えを持つ。教育の２大柱が民主主義と
国際理解である北欧諸国にとって、国際協力とは自国の環境を左
右する世界の安定と平和を確保するという現実主義で行われてい
る。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

3

・国家レベルの援助（１）～戦後補償と日本のＯＤＡ　
世界銀行やＩＭＦに次ぐ予算規模を持つ日本のＪＩＣＡ。日本の
援助の始まりが戦後補償の賠償庁であることや、ＪＩＣＡの前身
となった組織がとても小さかったことは、あまり知られていな
い。日本のＯＤＡとＪＩＣＡの活動の変遷から、日本の国際協力
を考える。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

4

・国家レベルの援助（２）～世界のＯＤＡと日本　
日本のＯＤＡは拠出額では、世界有数の規模を誇る。しかし、Ｇ
ＮＰに占める割合は北欧を中心とした主要な欧米各国に遠く及ば
ない。ＯＤＡの国際比較から見えてくるのは、各国の国際協力の
目的と思想の違いであり、ひいては外交のあり方の多様性であ
る。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

1

・イントロダクション　
戦後日本は戦争の反省から、外交の柱をＯＤＡを中心とした国際
協力、いわゆる「平和外交」に据えた。世界情勢の変化の中でＯ
ＤＡ拠出額１位の座を明け渡したものの、引き続き主要な援助国
であることに変わりはない。日本にとって、世界にとって、国際
協力とは何か？を考える。学生各自の関心事をプレゼンする。

シラバスを良く読み自分の問題意識
を整理すること。自分の関心事のプ
レゼンを準備すること。（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

2

・国際協力の図式　
国際貢献と国際協力の違いは何か？　紛争への軍事的介入は是か
非か？　ＯＤＡとは何か？　ドナー国、途上国、国連、ＮＧＯ、
企業などの関係はどうなっているのか？　国際協力をめぐる語や
概念や関係図式など、国際協力を「見るための道具」を整理す
る。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

代表的なレポート課題や小論文などを抽出し、それらについてコメント・講評などを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

この授業の目的は、日本において漠然と「与える側」の論理から一方的に語られることが多い国際協力を、さまざまなアクターの活動と実
態を学習する中で、より多面的・客観的に理解することを目標としている。具体的には、国家・国際機関・ＮＧＯなどがどのような分野
で、どのような異なる役割を担い、相互に関係しているのかを理解すると同時に、その学習の中から現代の世界に山積する多くの問題の現
実に触れ、現在どのような対応がなされ、将来なされうるのかについての基本的知識を得ることである。また、国際協力を通じた日本と世
界のつながりについての基礎的認識の確立ができるようになることである。

授業の方法

印刷配布物や視聴覚資料を用いて講義形式で進める。
授業で得た知識や自分で調べた情報をもとに、自らの考えをまとめるレポートを書かせる。
授業全体の理解度、応用力、独自の考えが生まれたのかを小論文で確かめ、そのフィードバックを行う。

ＩＣＴ活用 授業内容に関連するホームページや動画などの活用。動画等の視聴による自主学習支援

後期

教員氏名 渡部　淳

授業の位置づけ

国際協力の専門分野に関する専門的な知識および技能を身につけるための科目である。
「国際関係論特別研究I」と関連する科目である。

授業の概要

この授業では、一般に国際協力や開発援助と呼ばれている分野を中心に、そこで活動する国家、国際機関、ＮＧＯ、企業などの役割や相互
関係を学習する。国際協力をより立体的に理解するために、（１）背景としての貧困や紛争などの南北格差の現実（２）開発の手段として
の政府ＯＤＡや国連のイニシアチブ（３）ＮＧＯのネットワークによるボランティア活動の展開、の３点を軸に国際協力のアクターと活動
がもつ可能性と限界を、理論と事例の双方から包括的に検討する。また、多様な地域の現場の問題や活動などをとりあげ、日本のＮＧＯや
国内ボランティアも取り上げる。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200020G1 国際関係論特別研究II 5412 2 カリキュラムにより
異なります。
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定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業参加の積極性20%　課題提出状況50%　小論文形式のテスト30%

15

・まとめ
学生の皆さんから出された、いろいろな形の国際協力論から、私
たちが世界をどう見ているのか、そして世界とのつながりをどの
ように感じているのか、一緒に考え議論しながら授業のまとめを
行う。

自分の小論文をこれまでの授業内容
から自分なりに評価してみること。
（９０分）

フィードバックを参考に自分なりに
この授業で得た知識を考えをまとめ
ておくこと。（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

・国際協力の分野（３）～環境と生物多様性の保護
NGOの重要な役割の１つとして、先進国の経済活動が世界各でど
のような影響をもたらしているのかについて告発す機能がある。
環境分野の国際協力から、この問題と私たちの生活との密接なつ
ながりについても学ぶ。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

14

・小論文とこれからの国際協力のあり方を考える　
小論文の執筆と提出によって授業内容の学習の理解度と、各学生
の考える自由な国際協力の在り方をまとめてみる。最後に、授業
の復習・まとめとクラス全体のディスカッションにより、学んだ
こと、そしてそこから何が考えられるのか練り上げる。

これまでの全ての授業の内容とそれ
に対する考えを自分なりに整理して
おくこと。（９０分）

小論文の内容について振り返り思っ
たように書けたのか検証する。（９
０分）

11

・国際協力の分野（１）～絶対的貧困と飢餓　
人間の安全と幸せにとって衣食住、特に食料は死活問題である。
世界で最も食料を輸入し、その食料を育てる水を世界で最も消費
している日本から、貧困と飢餓に対応する諸アクターの取り組み
を学ぶ。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

12

・国際協力の分野（２）～紛争・難民と「人道的介入」　
憲法９条によって国際紛争への介入を禁じられている我が国は、
イラク戦争まではＰＫＯやＰＫＦといった国連の枠組みのなか
で、紛争調停や復興支援に参加してきた。さまざまな制約がある
中で、日本は紛争予防と解決にどのように参画すべきなのか、国
際的事例から学ぶ。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

9

・NGOのボランティア活動（２）～欧米主導の市民運動　
グローバル化の１つの幻想は、世界が均一につながり発展すると
いう図式である。よりつながる国や人々とそうでない地域の間の
格差は、国際協力の分野でも同じである。NGOの分野においても
欧米のイニシアチブは巨大だ。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

10

・NGOのボランティア活動（３）～日本のNGO
日本において本格的にボランティアやNGOの概念が広まったの
は、阪神淡路大震災以降であるといわれている。しかしこの日本
の「ボランティア元年」以前から、欧米よりは小規模であるが日
本のNGOによる国際協力はアジアを中心に着実に成果をあげてき
たことを学ぶ。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

7

・国際機関レベルの援助（２）～援助の金融化　
戦後の国連を中心とした国際協力の舞台は、信託統治領の問題と
経済社会理事会の話し合いの場から、開発援助の資金の集まる世
界銀行とＩＭＦ（国際通貨基金）の２つの国際金融機関にシフト
する。金融化する国際協力を学ぶ。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

8

・NGOのボランティア活動（１）～市民の台頭　
NGO、Non-Governmental Organizationは外務省の公式な訳では
「非政府組織」となっているが、その実態は国境を越えた市民の
国際協力のネットワークである。ここでは、NGOの歴史と変遷、
またどのようなNGOがあるのかなどを学ぶ。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

6

・国際機関レベルの援助（１）～国連の歴史とイニシアチブ　
国際協力の分野においても、多国間協力のイニシアチブや調整に
おいて重要な役割を担っている国連は、同時にＮＧＯを国際協力
の国際的プレーヤーに育て上げた張本人でもある。国連の諸機関
と活動について、平和・人権・環境・開発の４つの視点から整理
して理解する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）
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履修条件・留意
事項等

国際協力と世界の諸問題の現状に、強い関心のある学生の履修を歓迎します。

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 なし
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15

もののいいかたの方言学(2)
小林隆・澤村美幸『ものの言いかた西東』後半部分

シラバスを確認し、該当ページを読
了・理解しておく。（120分）

授業内容を復習し、授業での指示課
題に取り組む。(120分)

成績評価の方法

13

日本語の方言について（関西方言） シラバスを確認し、当該項目につい
て調べておく。（90分）

授業内容を復習し、授業での指示課
題に取り組む。(120分)

14

もののいいかたの方言学(1)
小林隆・澤村美幸『ものの言いかた西東』前半部分

シラバスを確認し、該当ページを読
了・理解しておく。（120分）

授業内容を復習し、授業での指示課
題に取り組む。(120分)

11

日中言語行動比較論（3）
井上優『相席で黙っていられるか　日中言語行動比較論』第五
章・第六章

シラバスを確認し、該当ページを読
了・理解しておく。（120分）

授業内容を復習し、授業での指示課
題に取り組む。(120分)

12

日本語の方言について（概説） シラバスを確認し、当該項目につい
て調べておく。（90分）

授業内容を復習し、授業での指示課
題に取り組む。(120分)

9

日中言語行動比較論（１）
井上優『相席で黙っていられるか　日中言語行動比較論』第一
章・第二章

シラバスを確認し、該当ページを読
了・理解しておく。（120分）

授業内容を復習し、授業での指示課
題に取り組む。(120分)

10

日中言語行動比較論（2）
井上優『相席で黙っていられるか　日中言語行動比較論』第三
章・第四章

シラバスを確認し、該当ページを読
了・理解しておく。（120分）

授業内容を復習し、授業での指示課
題に取り組む。(120分)

7

アジアの言語の分布と特徴について：韓国語・日本語 シラバスを確認し、当該項目につい
て調べておく。（90分）

授業内容を復習し、授業での指示課
題に取り組む。(120分)

8

受講者による発表、および発展学習 発表準備をしっかり行う。（120
分）

授業内容を復習し、授業での指示課
題に取り組む。(120分)

5

受講者による発表、および発展学習 発表準備をしっかり行う（120分） 授業内容を復習し、授業での指示課
題に取り組む。(120分)

6

アジアの言語の分布と特徴について：アフロ・アジア諸語、中国
の諸言語
具体言語をとりあげて概説

シラバスを確認し、当該項目につい
て調べておく。（90分）

授業内容を復習し、授業での指示課
題に取り組む。(120分)

3

印欧諸語の分布と特徴について：その他
具体言語をとりあげて概説

シラバスを確認し、当該項目につい
て調べておく。（90分）

授業内容を復習し、授業での指示課
題に取り組む。(120分)

4

アフリカの諸言語の分布と特徴について
具体言語をとりあげて概説

シラバスを確認し、当該項目につい
て調べておく。（90分）

授業内容を復習し、授業での指示課
題に取り組む。(120分)

1

イントロダクション
歴史言語学について

シラバスを確認し、当該項目につい
て調べておく。（90分）

授業内容を復習し、授業での指示課
題に取り組む。(120分)

2

印欧諸語の分布と特徴について：イタリック語派
具体言語をとりあげて概説

シラバスを確認し、当該項目につい
て調べておく。（90分）

授業内容を復習し、授業での指示課
題に取り組む。(120分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

発表について、ハンドアウトおよび発表内容の全てについて細かくコメントする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

1. 世界の主要な言語について概略的に述べることができる。
2. 日本国内の主要な言語・方言について概略的に述べることができる。
3. 世界の言語の語族や語派について概略的に述べることができる。
4. 各「言語行動」の違いを知り、多様な行動様式を比較できる。

授業の方法 板書と配布印刷物を中心に、講義形式ですすめる。受講者には適宜発表をしてもらう。

ＩＣＴ活用 メール等を活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

前期

教員氏名 小西　正人

授業の位置づけ

「各領域の主要言語に関する高度な語学力・応用力などの言語運用能力を備えている」および「言語・文化に関する総合力を身につけ、国
内外のさまざまなニーズに応えることができる」ことを目的とする科目である。
他の言語系科目のほか、地域系科目と関連する。

授業の概要

国際的・国内的の各地域の主要な言語を中心に、それぞれの言語グループの特徴を学ぶ。また自らの経験と垂らし合わせ、当てはまる部分
やそうではない部分について考察し、理解する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200420G1 地域社会特別研究Ｉ 5420 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

事前・事後学習をしっかりすること。

備考欄

その他

0

教科書 授業時に適宜指示、それ以外はプリントを配布する。

参考文献 授業内で適宜指示する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 発表の形式・内容、および通常の授業参加度

区分 割合（％） 内容
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7

中国人の英語
中国語を母語とする人々の英語の特徴をプレゼンしてもらい、そ
の独特な音声や表現パターンを共有する。

中国語の母語干渉を受けた英語の音
声や語彙表現事例を文献から調べて
おくこと(90分）

中国語方言の福建語母語話者または
広東語母語話者の英語使用のバラエ
ティーをまとめておく(90分）

5

シンガポールの人口問題
少子高齢化による労働力不足から移民を受入れ続けなければ国家
が存続しないシンガポールが、持続的経済発展のために、どのよ
うに「ひとつのシンガポール」を造ろうとしているのか、その取
り組みを概説する。受講生は、アジアにおける高齢社会問題と照
らし合わせて、移民の受入れ問題をディスカッションしていく。

2025年、2042年の日本の高齢社会の
「人口問題」シナリオをネットで調
べておく(90分）

将来の自国の人口問題と生産労働人
口の予測をまとめておくこと(90
分）

6

シンガポールの英語
多民族統合のコミュニケーション言語であるシンガポール英語の
特徴を解説する。そこには一定の文法規則と音声特徴がある。受
講生の母語干渉を受けた英語とシンガポール英語を比較対照して
いく。

英語の変種にはどのようなものがあ
るかを文献で調べておくこと(90
分）

シンガポール英語の文法パターンを
まとめておくこと(90分）

3

シンガポールにおける教育制度
徹底した能力主義を貫いているシンガポールでは、学校教育での
早期振り分けが行われてきた。近年の人材育成政策のなかで、児
童・生徒の早期キャリア教育の導入は、持続的経済発展につなが
るかディスカッションする。

国連をはじめ国際的機関の公用語を
調べておくこと(90分）

能力主義の弊害と利点についてまと
めておくこと（90分）

4

シンガポールにおける生涯学習としての英語教育
英語は公用語の筆頭であるが、英語能力が十分でない移民や高齢
者への教育支援はどのように行っているのかを概説する。地域統
合としての言語とは何かを考えていく。

多言語社会におけるリンガフランカ
の役割について調べておくこと(90
分）

自国の外国語／第二言語としての英
語教育の現状を説明できるように確
認しておくこと（90分）

1

ASEAN経済共同体と加盟国言語について
経済共同体で優勢な言語とはどのように選択されるか。ビジネス
におけるリンガフランカとしての英語の位置を概観していく。

ASEAN諸国と自国との経済交流関係
についてネットで調べておく(90
分）

ASEAN経済共同体の教育について各
国の政府公表データから調べておく
(90分）

2

シンガポールにおける移民受入れと言語政策
1965年の独立から2000年代初頭までのシンガポールにおける外国
資本・外国人労働力および移民受入れ動向をながめ、多民族・多
言語国家の国民のアイデンティティーとは何かを考えていく。

シンガポールの民族構成資料を読
み、他の東南アジア諸国との異なり
を調べておくこと(90分）

公用語とはどのような役割がある
か、少数派言語話者の母語維持のあ
り方を考えておく(90分以上）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

各回のプレゼン等は授業内に受講生相互の評価や意見、そして担当講師からアドバイスや講評を行う。提出物は次回授業に個々に評価とコ
メントを添えて返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．アジアにおける英語および外国語教育政策の動向を自ら調査することができる。
２．アジアにおける英語のバラエティーの特徴を説明できる。
３．受講者出身国の言語政策が説明でき、その問題点があげられる。

授業の方法

前半7回は講師によるシンガポールの言語政策を中心にスライドや配布プリントを使った講議を行い、受講生は課外に各指定課題について
調査する。
後半8回は受講生によるプレゼンテーションを行い、各自の担当国・地域の現状を比較しながら、ディスカッションしていく。

ＩＣＴ活用 本学図書館サイトやインターネットを利用して先行研究等の文献収集を行う。

後期

教員氏名 岡本　佐智子

授業の位置づけ

グローバルな知識とそれを活用した分析力を養うために、この授業ではシンガポールの言語教育と移民の国民統合を中心に、「ことばと経
済」理論を通して、ＡＳＥＡＮ地域の言語政策を眺め、その問題点を考察していく。（知識・技能）
「異文化間コミュニケーション研究Ⅰ・Ⅱ」「国際関係論特別研究Ⅰ・Ⅱ」「地域社会特別研究Ⅰ」と連動し、併せて履修することを勧め
る。

授業の概要

ＡＳＥＡＮ加盟国と受講生の出身国では、どのような教育制度のもと、どのような言語教育が行われているのかを、各自の関心のある国・
地域について比較調査し、その発表とディスカッションを行う。
授業前半は、シンガポールの二言語併用政策と多民族社会の国民統合政策を紹介する。受講生はそこから、各国の言語教育政策を研究する
視点を身につけてほしい。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200590G1 地域社会特別研究Ⅱ 5422 2 1
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履修条件・留意
事項等

１回のプレゼンテーションはスライド10枚以内に収め、発表内容の焦点を搾ること。参考・引用文献も必ず記し、補足等はハンドアウトし
て配布すること。

備考欄

その他

0

教科書 プリントを配布する。

参考文献

英語と開発／エリザベス・Ｊ・アーリング他／春風社、アジアの英語／本名信行／くろしお出版、現代ヨーロッパと移民問題の原点／宮島
喬／明石書店ほか、学習項目によって適宜紹介する。

定期試験

0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 プレゼンとディスカッション参加度70％、課題レポート30％

15

OECDデータを読み解く
各自が収集した移民データをプレゼンし、データの信用度と活用
について話し合う。

人材育成における能力主義的教育の
利点を考えておく(90分）

自国の言語政策の特徴を一覧表に
し、提出する（90分以上）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

移民と就労
移民は受入れ国／送り出し国の労働者および経済影響について、
各国の事例をプレゼンしてもらい、そこから受入れ国の問題点を
ディスカッションしていく。

日本または母国の移民受入れ制度の
現状についてネットで調べておく
(90分以上）

外国人の高度人材受入れと単純労働
者受入れの問題点と利点を調べてお
くこと(90分）

14

移民と開発
頭脳流出と国際移民について、中国、シンガポール、マレーシア
の事例からディスカッションしていく。

非英語母語話者国からの英語圏への
留学動向をネットで調べておくこと
(90分）

ＯＥＣＤや国連のホームページにア
クセスし、教育の格差が大きい国
と、そうでない国の人材活用指数を
調べておくこと(90分）

11

開発と英語教育
公用語や第二言語をフランス語およびスペイン語等から英語に切
り換えた国々の、言語教育政策と経済政策を考察していく。

外国語の学習価値について、ドイツ
語、中国語、フランス語、ロシア語
の海外学習者数をネットで調べてお
くこと(90分）

英語習得でサバイバルまたは成功す
るとはどのようなことか考えておく
(90分）

12

移民と教育
ＰＩＳＡから見えてくること。
伝統的移民国家オーストラリア、ニュージーランド、カナダで
は、なぜ移民生徒とネイティブ生徒の成績に差がないのかを考察
する。

移民の言語政策はどのように行われ
ているのか、カナダまたはオースト
ラリアの事例をネットで調べておく
こと(90分）

移民時代を迎え、世界の移民受入れ
国と送り出し国、そしてディアスポ
ラな市民意識とはそのようなことか
を調べておく(90分）

9

日本人の英語
日本語母語話者の英語音声の特徴と、日本文化を背景とした表現
をプレゼンしてもらう。
日本人の英語に見られる独特の「気配り」表現を解析してみよ
う。

日本人タレントや有名人で英語能力
が高いと思う人物を動画サイトから
一人選んでおく(90分）

日本語母語話者ならではの独特な英
語表現とその意味をネットから5つ
探しておくこと(90分）

10

アジア英語
ＡＳＥＡＮ諸国のうち、タイ語母語話者の英語、ベトナム語母語
話者の英語の特徴を発表してもらう。
そこから各国の学校教育における英語ネイティブスピーカー教師
の必要性の有無をディスカッションしていく。

アジアの英語教育はどのような歴史
的変化があるか、旧宗主国の言語選
択の背景についてネットで1国は調
べておく(90分）

英語が教育産業として重要な国とそ
の機関・組織を調べておくこと(90
分）

8

インド人の英語
一般的なインド人の英語の特徴と、南部、北部のインド諸語を母
語とする人々の英語の音声、語彙について発表してもらう。そこ
からインド英語のパターンを共有していく。

タミル語とヒンディー語などインド
の多数派言語にはどのような言語が
あるか調べておくこと(90分）

日本人の英語音声の特徴について文
献からまとめておくこと(90分）
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11

Xバー理論 次回進む予定のところを読んでく
る。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

9

名詞句の内部構造 次回進む予定のところを読んでく
る。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

10

動詞句の内部構造 次回進む予定のところを読んでく
る。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

7

動詞句(1)
英語の場合

次回進む予定のところを読んでく
る。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

8

動詞句(2)
日本語の場合

次回進む予定のところを読んでく
る。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

5

句構造と移動(2)
文法関係と構造関係
句構造の変形

次回進む予定のところを読んでく
る。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

6

英語助動詞システムにおける主要部移動 次回進む予定のところを読んでく
る。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

3

句構造(2)
句構造の機能的性格

次回進む予定のところを読んでく
る。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

4

句構造と移動(1)
英語疑問文における主語と助動詞の語順転換

次回進む予定のところを読んでく
る。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

1

オリエンテーション
授業の概要、進めかた、評価方法などについて説明する。
生成文法の研究プログラム

受講動機について尋ねられるので、
準備しておく。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

2

句構造(1)
構造的多義性
規則の定式化

次回進む予定のところを読んでく
る。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

授業内での発表、提出物にはコメントをする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・英語のしくみを深く理解できるようになる。
・文献の読み方に習熟できるようになる。
・論理的なものの考え方ができるようになる。

授業の方法 はじめは板書を使った講義形式、適宜輪読・発表形式に移行する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 高橋　保夫

授業の位置づけ

本研究科の教育課程方針に基づき、専門分野に関する専門的知識および技能を修めることにより、国内外のさまざまなニーズに応えること
ができる人材、および高度な実践研究能力、言語運用能力を備えた職業人となることを達成する科目である。

授業の概要

われわれは日常生活の中でさまざまな現象に取り囲まれているが、一見無秩序に思われる現象にもその背後には秩序、規則性が潜んでい
る。ことばに目を転じれば、その背後にもやはり規則性が潜んでいるのである。本授業では、英語という言語に内在している規則性を発見
し、明らかにしていくことを目指す。とくに、ことばを科学的に研究する学問である言語学、その一部門である英語学、さらにその中核を
なす統語部門に関する理解を深めていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200550G1 英語学特殊研究 5500 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

予習・復習をしっかりすること。

備考欄

その他 0

教科書 生成文法 / 渡辺明 / 東京大学出版会

参考文献 授業内に適宜指示する。

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内での発表(40%)、課題提出(40%)、質疑応答(20%)

15

主語の位置と否定極性 次回進む予定のところを読んでく
る。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

否定極性と文構造(1)
否定極性

次回進む予定のところを読んでく
る。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

14

否定極性と文構造(2)
c-command条件

次回進む予定のところを読んでく
る。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

12

 Xバー理論と文の内部構造 次回進む予定のところを読んでく
る。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)
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7

Deliver the midterm presentation to the class.

Discuss the “The Happy Planet Index” TED Talk and 
explore and critically evaluate new ways to measure global 
happiness.

Discuss the “The Happy Planet 
Index” TED Talk and explore and 
critically evaluate new ways to 
measure global happiness. 90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary. 90分

8

Review of the first half of the course and midterm test. Prepare by studying the 
vocabulary, talks, and readings 
from the first half of the 
course. 90分

Reflect on the test and writing 
assignment and try to identify 
your weaknesses and work on 
addressing them. 90分

5

Reflect on the “I Listen to Color” TED talk and explore 
different perspectives on technologies that can change the 
way we experience the world.

Watch the “I Listen to Color” 
TED talk. Read pages 50 to 55 in 
the textbook and check any words 
you don’t understand.  90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary. 90分

6

Study the “Happy Planet” reading and investigate 
different approaches to measuring progress and 
conceptualizing happiness.

Read pages 56 to 65 in the 
textbook and check any words you 
don’t understand.  90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary. 90分

3

Discuss the “How to Succeed: Get More Sleep” TED talk 
and think about gender differences related to sleep and 
the negative impact of modern lifestyles on sleep 
patterns.

Watch the “How to Succeed: Get 
More Sleep” TED talk. Read 
pages 34 to 39 in the textbook 
and check any words you don’t 
understand. 90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary. 90分

4

Go through the “We are Cyborgs” reading and examine how 
technologies in different countries are enhancing human 
abilities. Discuss how different cultures have different 
attitudes to technology.

Read pages 40 to 49 in the 
textbook and check any words you 
don’t understand.  90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary. 90分

1

Explanation of the syllabus and introduction to the 
course.

Read the syllabus and note down 
any questions you want to ask. 
90分

Review the content of the 
syllabus and reflect on the 
themes and goals. 90 分

2

Study the “Are You Sleeping Enough” reading. Explore the 
importance of sleep and different cultural perspectives on 
how much sleep is good or bad.

Read pages 24 to 33 in the 
textbook and check any words you 
don’t understand. 90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary. 90分

実務経験のある
教員の教育内容

None

課題に対する
フィードバック

の方法

Answers to tests will be given after the tests have been completed and advice will be provided to help the students improve.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

The aim of this course is to develop students’ knowledge of Anglo-American cultural attitudes towards key global topics 
within the context of thinking about their own ways of thinking and experiencing the world.

授業の方法

TED presentations, readings, vocabulary building and comprehension activities, and group discussions will be the main 
components of this course.

ＩＣＴ活用

The class will make use of Google Classroom to provide access to course material. Video content will also be shown to 
students at certain points in the course.

後期

教員氏名 Richardson Peter

授業の位置づけ

This course explores a range of Anglo-American cultural perspectives through an analysis of the language used in a number of 
TED talks.
各領域の主要言語に関する高度な語学力・応用力などの言語運用能力を備えている。（知識・技能）
言語・文化に関する総合力を身につけ、国内外のさまざまな問題に関心を持ち、そのニーズに応えることができる。（関心・意欲・態度）

授業の概要

This course will introduce students to some key scientific and cultural topics related to the modern world through a range 
of popular TED talks. These topics will be explored through readings and interactive activities, providing the basis for 
discussing the differences and similarities between Anglo-American and Asian attitudes towards a range of universal human 
concerns.

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200530G1 英米言語文化特殊研究 5505 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

Always bring a bilingual dictionary to the class. This class will be conducted in English only, so prepare to push yourself 
to do your best to understand and respond to the teacher.

備考欄

その他 0

教科書

21st Century Reading: Creative Thinking and Reading with Ted Talks. Publisher: National Geographic Learning. ISBN-13: 978-1-
305-26571-4.

参考文献 none

定期試験 0 定期試験　実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 participation: 20%, week 7 presentation: 15%, week 8 test: 25%, week 14 presentation: 15%, week 
15 test: 25%

15

Review of the course and final test. Prepare by studying the 
vocabulary and writing skills 
from the first half of the 
course. 90分

Consolidate the content of the 
course.  90分

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

Go through the “Smart Thinking” reading and think about 
different ways to define intelligence in general and 
animal intelligence in particular.

Read pages 136 to 145 in the 
textbook and check any words you 
don’t understand.  90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary. 90分

14

Deliver the final presentation to the class.

Reflect on the “The Gentle Genius of Bonobos” TED Talk 
and explore animal communication and the issue of whether 
animals also have a kind of culture.

Watch the “The Gentle Genius of 
Bonobos” TED Talk. Read pages 
146 to 151 in the textbook and 
check any words you don’t 
understand.  90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary. 90分

11

Study the “Personality Types” reading and examine how 
your thoughts about the notion of personality compare to 
the thoughts of people from different backgrounds.

Read pages 120 to 129 in the 
textbook and check any words you 
don’t understand.  90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary. 90分

12

Discuss the “The Power of Introverts” TED Talk and 
critically examine negative and positive attitudes towards 
introversion.

Watch the “The Power of 
Introverts” TED. Talk Read 
pages 130 to 135 in the textbook 
and check any words you don’t 
understand.  90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary. 90分

9

Go through the “Career Paths” reading and think about 
how different cultures view the idea of a mid-career 
break.

Read pages 72 to 81 in the 
textbook and check any words you 
don’t understand.  90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary. 90分

10

Reflect on the “The Power of Time Off” TED Talk and 
explore different approaches to time-off programs.

Watch the “The Power of Time 
Off” TED Talk. Read pages 82 to 
87 in the textbook and check any 
words you don’t understand.  90
分

Review lesson, readings, and 
vocabulary. 90分
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13

DICTIONARIES 次回進む予定のところを読んで、日
本語にしてくる。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

11

LANGUAGE AT WORK 次回進む予定のところを読んで、日
本語にしてくる。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

12

SLANG 次回進む予定のところを読んで、日
本語にしてくる。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

9

LANGUAGE CHANGE 次回進む予定のところを読んで、日
本語にしてくる。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

10

LANGUAGE VARIATION 次回進む予定のところを読んで、日
本語にしてくる。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

7

COMPARING LANGUAGES 次回進む予定のところを読んで、日
本語にしてくる。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

8

DYING LANGUAGES 次回進む予定のところを読んで、日
本語にしてくる。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

5

MODERN WRITING 次回進む予定のところを読んで、日
本語にしてくる。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

6

SIGN LANGUAGES 次回進む予定のところを読んで、日
本語にしてくる。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

3

THE LANGUAGES OF THE WORLD 次回進む予定のところを読んで、日
本語にしてくる。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

4

THE ORIGINS OF SPEECH 次回進む予定のところを読んで、日
本語にしてくる。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

1

オリエンテーション
授業の概要、進めかた、評価方法などについて説明する。
ACCENTS AND DIALECTS

受講動機について尋ねられるので、
準備しておく。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

2

BEING BILINGUAL 次回進む予定のところを読んで、日
本語にしてくる。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

授業内での発表、提出物にはコメントをする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・英語の文献が読めるようになる。
・理解した内容を日本語らしい日本語にすることができるようになる。
・日英語そして日英の文化の違いについての知識を深めることができる。

授業の方法 はじめは板書を使った講義形式、適宜輪読・発表形式に移行する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 高橋　保夫

授業の位置づけ

本研究科の教育課程方針に基づき、高度な実践的な言語運用能力を駆使して活躍できる人材を育成するための科目である。「英語文献翻訳
実践演習B」と関連を持つ。

授業の概要

本授業では英語から日本語への翻訳を行う。テキストとして、世界的に著名な言語学者である David Crystal が書いた非常にわかりやす
いことばに関する本である、A Little Book of Language を用い、ことばに関する知識を得ながら、翻訳を学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200600G1 英語文献翻訳実践演習A 5510 2 1
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履修条件・留意
事項等

予習・復習をしっかりすること。

備考欄

その他 0

教科書 A Little Book of Language / David Crystal / Yale University Press

参考文献 授業内に適宜指示する。

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内での発表(40%)、課題提出(40%)、質疑応答(20%)

15

PLACE NAMES 次回進む予定のところを読んで、日
本語にしてくる。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

ETYMOLOGY 次回進む予定のところを読んで、日
本語にしてくる。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)
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11

・文献翻訳実践演習９
各学生が指定された文献の指定された箇所の翻訳を持ち寄り、ク
ラスでその翻訳を議論しながら、学術文献のより高い理解と翻訳
の精度を目指す。

指定された文献の指定された部分に
ついて自分なりに翻訳をしてみる。
（９０分）

自分の翻訳に対する指摘やアドバイ
スなどのノートを振り返りまとめて
おく。（９０分）

9

・文献翻訳実践演習７
各学生が指定された文献の指定された箇所の翻訳を持ち寄り、ク
ラスでその翻訳を議論しながら、学術文献のより高い理解と翻訳
の精度を目指す。

指定された文献の指定された部分に
ついて自分なりに翻訳をしてみる。
（９０分）

自分の翻訳に対する指摘やアドバイ
スなどのノートを振り返りまとめて
おく。（９０分）

10

・文献翻訳実践演習８
各学生が指定された文献の指定された箇所の翻訳を持ち寄り、ク
ラスでその翻訳を議論しながら、学術文献のより高い理解と翻訳
の精度を目指す。

指定された文献の指定された部分に
ついて自分なりに翻訳をしてみる。
（９０分）

自分の翻訳に対する指摘やアドバイ
スなどのノートを振り返りまとめて
おく。（９０分）

7

・文献翻訳実践演習５
各学生が指定された文献の指定された箇所の翻訳を持ち寄り、ク
ラスでその翻訳を議論しながら、学術文献のより高い理解と翻訳
の精度を目指す。

指定された文献の指定された部分に
ついて自分なりに翻訳をしてみる。
（９０分）

自分の翻訳に対する指摘やアドバイ
スなどのノートを振り返りまとめて
おく。（９０分）

8

・文献翻訳実践演習６
各学生が指定された文献の指定された箇所の翻訳を持ち寄り、ク
ラスでその翻訳を議論しながら、学術文献のより高い理解と翻訳
の精度を目指す。

指定された文献の指定された部分に
ついて自分なりに翻訳をしてみる。
（９０分）

自分の翻訳に対する指摘やアドバイ
スなどのノートを振り返りまとめて
おく。（９０分）

5

・文献翻訳実践演習３
各学生が指定された文献の指定された箇所の翻訳を持ち寄り、ク
ラスでその翻訳を議論しながら、学術文献のより高い理解と翻訳
の精度を目指す。

指定された文献の指定された部分に
ついて自分なりに翻訳をしてみる。
（９０分）

自分の翻訳に対する指摘やアドバイ
スなどのノートを振り返りまとめて
おく。（９０分）

6

・文献翻訳実践演習４
各学生が指定された文献の指定された箇所の翻訳を持ち寄り、ク
ラスでその翻訳を議論しながら、学術文献のより高い理解と翻訳
の精度を目指す。

指定された文献の指定された部分に
ついて自分なりに翻訳をしてみる。
（９０分）

自分の翻訳に対する指摘やアドバイ
スなどのノートを振り返りまとめて
おく。（９０分）

3

・文献翻訳実践演習１
各学生が指定された文献の指定された箇所の翻訳を持ち寄り、ク
ラスでその翻訳を議論しながら、学術文献のより高い理解と翻訳
の精度を目指す。

指定された文献の指定された部分に
ついて自分なりに翻訳をしてみる。
（９０分）

自分の翻訳に対する指摘やアドバイ
スなどのノートを振り返りまとめて
おく。（９０分）

4

・文献翻訳実践演習２
各学生が指定された文献の指定された箇所の翻訳を持ち寄り、ク
ラスでその翻訳を議論しながら、学術文献のより高い理解と翻訳
の精度を目指す。

指定された文献の指定された部分に
ついて自分なりに翻訳をしてみる。
（９０分）

自分の翻訳に対する指摘やアドバイ
スなどのノートを振り返りまとめて
おく。（９０分）

1

・オリエンテーション
授業内容、進め方などについての説明。

シラバスをよく読み、授業内容と進
行に必要な知識を学習しておく。
（９０分）

オリエンテーションの内容を復習
し、自分の研究分野や研究対象を整
理する（９０分）

2

・各学生の研究分野の共有
各学生が大学院でどのような研究関心を持っているのかをプレゼ
ンしてもらい、翻訳する文献の選定を行う。

自分の研究分野や対象についてのプ
レゼンテーションの準備を行う（９
０分）。

授業中に提示された文献について自
らリサーチを行い、自分に合った文
献の種類やレベルを絞り込む（９０
分）。

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

各回の授業内で、各自の提出課題に対して適切な指導とアドバイスを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

各種学術文献を自分の力で理解し、適切に翻訳することができる。そしてそれにしたがった議論を組み立てることができる。

授業の方法

・学生の研究分野に関連する学術文献を選定し翻訳する。
・学生は指定された文献の指定された箇所を毎回実際に翻訳してくる。
・授業では、学生が提出した翻案をクラス全体で議論しながら、修正し理解・翻訳の技能を会得する。

ＩＣＴ活用 翻訳のリソースとしてweb上のドキュメントを使うことがある。

後期

教員氏名 渡部　淳

授業の位置づけ

各領域の主要言語に関する高度な語学力・応用力などの言語能力を身につけるための科目である。
「英語文献翻訳実践演習A」と関連する科目である。

授業の概要

現代日本・東アジアなど事例の日本語の文献を実際に英語に翻訳する中で、学術文献の理解を実践的に学ぶ科目である。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200610G1 英語文献翻訳実践演習B 5512 2 1
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履修条件・留意
事項等

学術文献の理解と翻訳に真剣に取り組む、向学心の旺盛な学生を歓迎する。

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 なし

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 出席態度（２０％）　課題の提出率（３０％）　提出課題のクオリティー（３０％）　議論参加への積極
性（２０％）

15

・まとめと講評
各学生のこれまでの翻訳を振り返り、各自の翻訳の特性や問題点
などを整理・指摘し、今後の学術文献翻訳へのアドバイスを行
う。

これまでの自分の翻訳を振り返り、
自己評価を行う。（９０分）

授業での指摘やアドバイスを自分な
りにまとめ、今後の翻訳の指針とな
るノートを作成する。（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

・文献翻訳実践演習１１
各学生が指定された文献の指定された箇所の翻訳を持ち寄り、ク
ラスでその翻訳を議論しながら、学術文献のより高い理解と翻訳
の精度を目指す。

指定された文献の指定された部分に
ついて自分なりに翻訳をしてみる。
（９０分）

自分の翻訳に対する指摘やアドバイ
スなどのノートを振り返りまとめて
おく。（９０分）

14

・文献翻訳実践演習１２
各学生が指定された文献の指定された箇所の翻訳を持ち寄り、ク
ラスでその翻訳を議論しながら、学術文献のより高い理解と翻訳
の精度を目指す。

指定された文献の指定された部分に
ついて自分なりに翻訳をしてみる。
（９０分）

自分の翻訳に対する指摘やアドバイ
スなどのノートを振り返りまとめて
おく。（９０分）

12

・文献翻訳実践演習１０
各学生が指定された文献の指定された箇所の翻訳を持ち寄り、ク
ラスでその翻訳を議論しながら、学術文献のより高い理解と翻訳
の精度を目指す。

指定された文献の指定された部分に
ついて自分なりに翻訳をしてみる。
（９０分）

自分の翻訳に対する指摘やアドバイ
スなどのノートを振り返りまとめて
おく。（９０分）
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9

The development of a second language (2)
・Learner varieties、Order of acquisition、Sequence of 
acquisitionの箇所について事前に学んできたことを発表し、議
論を行う。

教科書の該当箇所を読んで、授業内
での議論の準備をする。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

10

Variability in learner language (1)
・Variationist sociolinguisticsの箇所について事前に学んで
きたことを発表し、議論を行う。

教科書の該当箇所を読んで、授業内
での議論の準備をする。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

7

Psychological factors and second language acquisition (2)
・Motivation、Language anxiety、Learning strategiesの箇所
について事前に学んできたことを発表し、議論を行う。

教科書の該当箇所を読んで、授業内
での議論の準備をする。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

8

The development of a second language (1)
・Order of acquisition, sequence of acquisition, and 
usage-based accounts of L2 development、Case studies of L2 
learnersの箇所について事前に学んできたことを発表し、議論を
行う。

教科書の該当箇所を読んで、授業内
での議論の準備をする。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

5

Age and second language acquisition (2)
・Age and rate of acquisition及び、Age and the route of L2 
acquisitionの箇所について事前に学んできたことを発表し、議
論を行う。

教科書の該当箇所を読んで、授業内
での議論の準備をする。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

6

Psychological factors and second language acquisition (1)
・Key psychological factors、Language aptitudeの箇所につい
て事前に学んできたことを発表し、議論を行う。

教科書の該当箇所を読んで、授業内
での議論の準備をする。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

3

Second language acquisition research: an overview (2)　
・A brief history of SLAの箇所の内容について理解を深める。

教科書の該当箇所を読んで、授業内
での議論の準備をする。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

4

Age and second language acquisition (1)
・Age and ultimate attainmentの箇所について、事前に学んで
きた部分を発表し、議論を行う。

教科書の該当箇所を読んで、授業内
での議論の準備をする。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

1

オリエンテーション
「第二言語習得論」はどのような学問分野なのかを学ぶ。

シラバスを読み、教科書を準備す
る。おおよそどのような学習をする
のか、教科書に一通り目を通す。
(90分)

オリエンテーションでの説明をもと
に次回の授業の準備を行う。(90分)

2

Second language acquisition research: an overview (1)
・Defining 'second language acquisition'の箇所の内容につい
て理解を深める

教科書の該当箇所を読んで、授業内
での議論の準備をする。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

講義内やGoogle classroomを通じて適宜フィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

1. 第二言語習得論についての基礎的な概念や理論を理解することができる。
2. 学んだ第二言語習得論の理論をどのように外国語教育に活かすかを考えて、議論をすることができる。

授業の方法 最初は講義形式で行うが、適宜輪読・発表形式に移行する。

ＩＣＴ活用 WebアプリやGoogle classroomを利用して、双方向のやりとりをしながら授業を進める。

前期

教員氏名 沢谷　佑輔

授業の位置づけ

本講義は、ディプロマポリシーの「各領域が対象とする専門分野に関する専門的な知識および技能を修めている。（知識・技能）」であ
り、英語教育特殊研究Ⅱにつながる科目である。

授業の概要

本講義では、人々が第二言語をどのように学ぶのかを研究する学問である第二言語習得論について学ぶ。具体的には、第二言語習得論の基
本的な概念や主な理論について学び、外国語教育にどのように応用するべきかを考える。また、講義で学習した内容の中から、自分の興
味、関心などに応じて、第二言語習得論に関わる論文を選んでまとめ、発表することで当該分野の理解をさらに深める。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200640G1 英語教育学特殊研究Ⅰ 5515 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

しっかりと授業内で議論できるように授業前には十分な予習をしてくること。

備考欄

その他 0 特になし。

教科書 Rod Ellis, Understanding Second Language Acquisition, Second edition, Oxford University Press

参考文献 講義内で適宜紹介する。

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内での発表(40%)、課題提出(40%)、質疑応答(20%)

15

第二言語習得論に関わる研究についての発表②
・14週目同様、指示された第二言語習得論に関わる論文の内容に
ついてまとめて発表を行う。

作成した発表資料を確認して、授業
での発表に備える。（90分）

今期に学んだ内容を振り返る。(90
分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

The role of the first language (2)
・Developmental factors、Individual factors、
Language transfer as a multifactorial phenomenon、
Conceptual transfer、Transfer in communication and 
learningの箇所について事前に学んできたことを発表し、議論を
行う。

教科書の該当箇所を読んで、授業内
での議論の準備をする。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

14

第二言語習得論に関わる研究についての発表①
・指示された第二言語習得論に関わる論文の内容についてまとめ
て発表を行う。

指示のあった論文を読んで、授業内
での議論の準備をする。(90分)

次回、発表するための論文を探し、
発表資料を作成する。(90分)

11

Variability in learner language (2)
・The Dynamic Paradigm、Dynamic system theoryの箇所につい
て事前に学んできたことを発表し、議論を行う。

教科書の該当箇所を読んで、授業内
での議論の準備をする。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

12

The role of the first language (1)
・Defining ‘language transfer’、Investigating language 
transfer、Linguistic factors、Psycholinguistic factors、
Contextual factorsの箇所について事前に学んできたことを発表
し、議論を行う。

教科書の該当箇所を読んで、授業内
での議論の準備をする。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)
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9

The role of explicit instruction (2)　
・Concept-based instruction、Comprehension-based 
instruction、Pattern practice、Consciousness-raising 
instruction、Feedbackの箇所について事前に学んできたことを
発表し、議論を行う。

教科書の該当箇所を読んで、授業内
での議論の準備をする。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

7

Social aspects of second language acquisition (2)
・Sociocultural SLAの箇所について事前に学んできたことを発
表し、議論を行う。

教科書の該当箇所を読んで、授業内
での議論の準備をする。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

8

The role of explicit instruction (1)
・Types of intervention、Types of explicit instruction、
Presentation-Practice-Production instruction、Integrated 
explicit instructionの箇所について事前に学んできたことを発
表し、議論を行う。

教科書の該当箇所を読んで、授業内
での議論の準備をする。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

5

Cognitive aspects of second language acquisition (2)
・Cognitive theories of L2 acquisitionの箇所について事前に
学んできたことを発表し、議論を行う。

教科書の該当箇所を読んで、授業内
での議論の準備をする。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

6

Social aspects of second language acquisition (1)
・Social factors and L2 achievement、
SLA—a cognitive or a social enterprise? の箇所について事前
に学んできたことを発表し、議論を行う。

教科書の該当箇所を読んで、授業内
での議論の準備をする。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

3

Input and interaction (2)
・The interaction hypothesis、the output hypothesis、
corrective feedbackについて学ぶ。

教科書の該当箇所を読んで、授業内
での議論の準備をする。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

4

Cognitive aspects of second language acquisition (1)
・The representation of L2 knowledge、
Attentionの箇所について事前に学んできたことを発表し、議論
を行う。

教科書の該当箇所を読んで、授業内
での議論の準備をする。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

1

オリエンテーション
・英語教育学特殊研究Ⅰで学んだことを振り返る。

シラバスを読み、教科書を準備す
る。おおよそどのような学習をする
のか、教科書に一通り目を通す。
(90分)

オリエンテーションでの説明をもと
に次回の授業の準備を行う。(90分)

2

Input and interaction (1)
・Focus on form、Input hypothesis、Noticing hypothesisにつ
いて学ぶ。

教科書の該当箇所を読んで、授業内
での議論の準備をする。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

講義内やGoogle classroomを通じて適宜フィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

1. 第二言語習得論についての基礎的な概念や理論を理解することができる。
2. 学んだ第二言語習得論の理論をどのように外国語教育に活かすかを考えて、議論をすることができる。
3. 第二言語習得論や外国語教育分野での研究方法を理解し、研究計画を立案することができる。

授業の方法 最初は講義形式で行うが、適宜輪読・発表形式に移行する。

ＩＣＴ活用 WebアプリやGoogle classroomを利用して、双方向のやりとりをしながら授業を進める。

後期

教員氏名 沢谷　佑輔

授業の位置づけ

本講義は、「各領域が対象とする専門分野に関する専門的な知識および技能を修めている。（知識・技能）」に関連のある科目であり、英
語教育特殊研究Ⅰを発展させる科目である。

授業の概要

本講義では、英語教育学特殊研究Ⅰに引き続き、第二言語習得論の基本的な概念や主な理論について学び、外国語教育にどのように応用す
るべきかを考える。また、第二言語習得論や外国語教育分野における研究方法について学び、実際に簡易的な研究計画を立案して理解を深
める。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200650G1 英語教育学特殊研究Ⅱ 2 1
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履修条件・留意
事項等

しっかりと授業内で議論できるように授業前には十分な予習をしてくること。

備考欄

その他 0 特になし

教科書 Rod Ellis, Understanding Second Language Acquisition, Second edition, Oxford University Press

参考文献 講義内で適宜紹介する。

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内での発表(40%)、課題提出(40%)、質疑応答(20%)

15

講義のまとめ
・14週目までに学習した内容を振り返る。

14回目までの授業内容を復習する。
(90分)

授業内容の復習を行う。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

第二言語習得論及び外国語教育分野における研究計画の立案方法
について学ぶ。
・研究テーマの決定の仕方について学ぶ。
・研究課題の設定方法及びデータ収集方法について学ぶ。

自分の興味がある分野の先行研究を
収集し、概要まとめておく。(90分)

講義内容を復習し、簡易的な第二言
語習得論や外国語教育分野における
研究計画を立案する。（90分）

14

立案した研究計画について発表・議論を行う。
・12週目及び13週目で学習したことを基に自分で立案した研究計
画について発表する。

自分の立案した研究計画を見直し、
授業内での発表の準備を行う。（90
分）

授業内の議論をもとに研究計画を修
正する。(90分)

11

The role of implicit instruction (2)　
・Task-based language teachingについて学ぶ。

教科書の該当箇所を読んで、授業内
での議論の準備をする。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

12

第二言語習得論及び外国語教育分野の研究方法について学ぶ。
・第二言語習得論及び外国語教育分野においてどのような種類の
研究があるか学ぶ。

事前配布資料をしっかりと読み、授
業に備える。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)

10

The role of implicit instruction (1)
・Theoretical issues in implicit instruction、
Types of implicit instructionの箇所について事前に学んでき
たことを発表し、議論を行う。

教科書の該当箇所を読んで、授業内
での議論の準備をする。(90分)

授業内で進んだところまでを復習し
ておく。指示があった場合にはそれ
も調べておく。(90分)
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9

第３セクション（第９～１２回）メディアの役割
第９回　突発事件報道について学ぶ
　　　　「SARS報道」と「新型コロナウイルス報道」を比較し、
問題点を検討する。

配布プリントを熟読し、自分の問題
意識を整理し、報告の準備をする。
（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

7

第７回　中国当局はSNSメディアをどう管理しているかを説明す
る。

配布プリントを熟読し、自分の問題
意識を整理し、報告の準備をする。
（90分）

第２セクションの講義の内容を振り
返り、関心を持つテーマや論点につ
いて論理的に説明できるのか検証す
る。（90分）

8

第８回　プレゼンテーション２
履修者は興味を持つテーマについて口頭発表を行う。

プレゼンと議論の準備をすること。
（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

5

第２セクション（第５～８）　メディアと政治
第５回　中国のメディア管理体制と変容
について議論する。

配布プリントを熟読し、自分の問題
意識を整理し、報告の準備をする。
（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

6

第６回　報道規制（内容規制）の実態と変容について議論する。 配布プリントを熟読し、自分の問題
意識を整理し、報告の準備をする。
（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

3

第３回　メディア融合戦略とメディアの再編について学ぶ。 配布プリントを熟読し、自分の問題
意識を整理し、報告の準備をする。
（90分）

第１セクションの講義の内容を振り
返り、関心を持つテーマや論点につ
いて論理的に説明できるのか検証す
る。（90分）

4

第４回　プレゼンテーション１
履修者は興味を持つテーマについて口頭発表を行う。

プレゼンと議論の準備をすること。
（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

1

①オリエンテーション
②中国のメディア事情について説明し、履修者に関心を持つテー
マを聞く。

シラバスを良く読み、自分の問題意
識を整理すること。（90分）

配布プリントと講義の内容を復習
し、指示する文献を読むこと。（90
分）

2

第１セクション（第２～４回）メディアの市場化メディア制度の
変容
第２回　中国の大衆紙の急成長とその問題点について学ぶ。

配布プリントを熟読し、自分の問題
意識を整理し、報告の準備をする。
（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

通常の授業で、受講生と教員の間で質疑応答を行う中でフィードバックする。口頭発表については事前に個別指導を行い、講義で適宜コメ
ントする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

改革・開放以来の中国メディアの変容を理解し、現在の中国メディアの実態について説明することができる。中国に関する情報やニュース
に触れるときに、複眼で見る力をつけることができる。

授業の方法

この授業は、担当教員の解説、前もって課題とした文献についての受講者による報告、これまでの授業を踏まえての受講者の口頭発表から
構成される。

ＩＣＴ活用

Google Classroomを用いた双方向授業を取り入れる。　

前期

教員氏名 魯　諍

授業の位置づけ

各領域が対象とする専門分野に関する専門的な知識および技能を修得し、言語・文化に関する総合力を身につけ、国内外のさまざまな問題
に関心を持ち、そのニーズに応える能力を身につけるための科目である。

授業の概要

この授業は改革・開放以来の中国メディアの変容と実態を考察し、検討する。具体的な事例を取り上げつつ、メディアと政治、経済、社会
との相互関係を分析し、問題点について議論する。合わせて日本のメディア事情にも触れ、比較の視座から、メディアが果たす役割を検討
し、問題意識を高める。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200110G1 中国学特殊研究Ｉ 5530 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

１回目の授業に必ず出席すること（出席できない場合、事前に担当教員に連絡すること）。指定する文献には、報告者のみならず参加者全
員が、前もって必ず目を通しておくこと。

備考欄

その他 0 無断欠席は必ず減点要素とする。

教科書 プリントを配布または配信する。

参考文献 参考文献は、講義開始時や、各回の授業で紹介する。

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業への参加態度（20％）、文献の報告及び口頭発表（40％）、期末レポート（40％）

15

講義のまとめ：講義全体を振り返り、期末レポートの課題を提示
する。

これまでの全ての授業の内容とそれ
に対する考えを自分なりに整理して
おくこと。（90分）

フィードバックを参考に自分なりに
この授業で得た知識を考えをまとめ
ておくこと。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

第４セクション　中国の国際報道と対外宣伝
第１３回　中国の国際報道に関するメディア政策について説明す
る。

配布プリントを熟読し、自分の問題
意識を整理し、報告の準備をする。
（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

14

第１４回　中国当局はソフトパワーを高めるために行う「対外宣
伝」について説明する。

配布プリントを熟読し、自分の問題
意識を整理し、報告の準備をする。
（90分）

これまでの講義の内容を振り返り、
関心を持つテーマや論点について論
理的に説明できるのか検証する。
（90分）

11

第１１回　SNSメディアの急成長とその問題点について議論す
る。

配布プリントを熟読し、自分の問題
意識を整理し、報告の準備をする。
（90分）

第３セクションの講義の内容を振り
返り、関心を持つテーマや論点につ
いて論理的に説明できるのか検証す
る。（90分）

12

第１２回　プレゼンテーション３
履修者は興味を持つテーマについて口頭発表を行う。

プレゼンと議論の準備をすること。
（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

10

第１０回　世論監督（メディアの監視機能）
「焦点訪談」、「新聞調査」などのテレビ番組や、大衆紙の「調
査報道」の盛衰について紹介する。

配布プリントを熟読し、自分の問題
意識を整理し、報告の準備をする。
（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）
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定期試験 0

15

课程总结。讨论本学期的收获。 准备讨论原稿。（ 90分） 整理讨论的内容将其数字化。（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

莫言《酒国》及获奖的原因分析。 务必读完将讨论的作品。（ 90分） 整理上课时的笔记，尽可能将其数字
化。（90分）

14

关注高行健获奖作品《灵山》现代主义的手法，分析获奖原因。 务必读完将讨论的作品。（ 90分） 整理上课时的笔记，尽可能将其数字
化。（90分）

11

残雪《突围表演》及现代主义文学的地位问题。 务必读完将讨论的作品。（ 90分） 整理上课时的笔记，尽可能将其数字
化。（90分）

12

贾平凹《废都》、《病相报告》为例理解中国乡土文学的趋向。 务必读完将讨论的作品。（ 90分） 整理上课时的笔记，尽可能将其数字
化。（90分）

9

从张贤亮《男人的一半是女人》《绿化树》理解改革开放的多面影
响。

务必读完将讨论的作品。（ 90分） 整理上课时的笔记，尽可能将其数字
化。（90分）

10

金庸《射雕英雄传》看武侠小说与商业文学的现代发展。 务必读完将讨论的作品。（ 90分） 整理上课时的笔记，尽可能将其数字
化。（90分）

7

孙犁《白洋淀纪事》为例观察唯美的散文作品以及所谓的“诗体小
说”所含有的潜在态度。

务必读完将讨论的作品。（ 90分） 整理上课时的笔记，尽可能将其数字
化。（90分）

8

刘宾雁纪实文学《人妖之间》，徐迟报告文学集《哥德巴赫猜
想》，苏晓康长篇纪实文学《河殇》为例理解现实主义文学家的使
命感及奋斗态度。

务必读完将讨论的作品。（ 90分） 整理上课时的笔记，尽可能将其数字
化。（90分）

5

王蒙《青春万岁》《组织部来了个年轻人》以及胡风作品看政治对
文学的巨大影响。

务必读完将讨论的作品。（ 90分） 整理上课时的笔记，尽可能将其数字
化。（90分）

6

杨朔《三千里江山》为例理解战争文学的趋向。 务必读完将讨论的作品。（ 90分） 整理上课时的笔记，尽可能将其数字
化。（90分）

3

周立波《暴风骤雨》《山乡巨变》看50年代长篇小说的意识形态
化。

务必读完将讨论的作品。（ 90分） 整理上课时的笔记，尽可能将其数字
化。（90分）

4

艾青《大堰河――我的保姆》到《光明的赞歌》看现代诗的颂歌化
发展。

务必读完将讨论的作品。（ 90分） 整理上课时的笔记，尽可能将其数字
化。（90分）

1

概论：现代文学的意义及价值。课前两小时以上预习，课后两小时
以上复习。

按照要求准备好教科书等学习用品。
（90分）

整理上课时的笔记，尽可能将其数字
化。（90分）

2

丁玲从《莎菲女士的日记》到《太阳照在桑干河上》看社会主义教
育的效果。

务必读完将讨论的作品。（ 90分） 整理上课时的笔记，尽可能将其数字
化。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

无

課題に対する
フィードバック

の方法

针对作业的问题提出意见，对学生的问题予以答复。根据学生提出的作业，发现优缺点，及时指出，助其扬长避短，迅速提高。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

达到熟练阅读理解现代文学作品的水平。通过精读现代文学名篇，学会深入地阅读作品。同时，试着学习文学研究的方法。通过比较不同研究
者、评论家的见解，可以更为深入地理解原作。

授業の方法

基本方式是阅读、讨论、提问、深思、讲解。通过共同学习、逐步提高阅读和理解能力。 同时使用多媒体方式进行教学，如印刷物、PPT、
OHC、DVD录像。同时要求学生利用网络掌握丰富知识。

ＩＣＴ活用 暂无

後期

教員氏名 野間　晃

授業の位置づけ

本课程是一年级的选修课，通过一个学期的学习有可能取得相应的学分。目的是通过阅读各个时代的作品，提高选修者的汉语水平，同时理社
会的变革过程。「中国学特别研习」含多个课程，本课程仅仅涉及文学方面，关于其他课程，请参考其他老师的教学大纲。本课程体现本研究
科的一贯教学方针，力图丰富学生的国际化科学研究知识，强化相关技能。

授業の概要

本讲通过20世纪文学的发展观察文学与社会的关系。内容是20世纪50年代初到21世纪10年代末的中国文学，但研读方向不是纯文学，而是文学
与社会的关系，文学所受影响以及有关的文学社会学的理论问题。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200150G1 中国学特殊研究II 5532 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

此课程是为日本学生准备的语言兼文学课程，因此，优先照顾日本同学的学习需要。

備考欄

その他 0

教科書 无专门教科书。教材是各家作品。

参考文献 『中国新文学大系』上海文艺出版社2009年

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 重视平时作业，结合期末考试综合评判。
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9

論文を書く（３）
　自分が書こうとしている論文の問題提起を見つけ、それを記し
てみよう。

提起する問題の内容について考え
る。(９０分)

自ら問題を提起し表現してみる。
(９０分)

10

論文を書く（４）
　本論の役割を考える。序論と本論が対応するように、文章の組
立を工夫し、わかりやすい論にするための論拠提示の方法を演習
する。

論文における本論の役割について復
習しておく。(９０分)

自らの論文における本論作成方法を
考える。(９０分)

7

論文を書く（１）
　受講者の修士論文テーマに基づき、第１章を書いてみよう。

論文の構想をまとめておく。(９０
分)

論文の第１章に着手する。(９０分)

8

論文を書く（２）
　序論の役割と、論文の背景説明、先行研究の部分的紹介を書い
てみよう。

論文における序論とは何かを考え
る。(９０分)

序論作成を試みる。(９０分)

5

卒業論文を振り返る
　学部卒業論文を振り返り、論文を書くときに気をつけることや
論文の構成および構成の作り方を確認する。

学部の卒業論文を振り返っておく。
(９０分)

論文作成能力を向上させるため、反
省点を考える。(９０分)

6

本論のまとめ方
　論文の中で自分が言いたいことを述べていくためには、本論が
充実していなければならない。集めた資料を結論と論拠の形にま
とめ、順序を考える演習を行う。

本論とは何かについて考える。(９
０分)

自らの論文作成に必要な本論の内容
を考える。(９０分)

3

引用
　他の人の意見を自分の意見を述べるための論拠にしたり、反対
に批判したりするために、論文でどのように引用するかを演習す
る

論文における引用方法を考える。
(９０分)

自らの論文作成に必要な引用方法を
考える。(９０分)

4

表記規則
　ワープロの設定方法、文字・記号の使い方、表・図の表し方を
演習する。

自らのワープロ使用力を考える。
(９０分)

自らの論文作成に必要なワープロ使
用法を習得する。(９０分)

1

論文とは
　論文の構成と論文を書くために必要なことばのルールを再確認
していく

語学力とは何かを考える。(９０分) 論文作成に必要な語学力を考える。
(９０分)

2

ことばの使い方
　論文でよく使われれる文の形や語と表現の演習を行う。

論文で良く使われる表現法を考え
る。(９０分)

自らの論文作成に必要な表現法を考
える。(９０分)

実務経験のある
教員の教育内容

（なし）

課題に対する
フィードバック

の方法

理解度確認のため、終了後にはノートを提出させる、次回以降の返却後は復習を容易にすることができることができる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標 日中両国文化に関する総合的かつ高度な知識を習得し、その相違点を比較検討して発表できるようにする。

授業の方法

配布する文献を読みながら、日本語と中国語の対応関係について考察し、言語文化について特徴的なものをつかめるようにしてゆく。

ＩＣＴ活用

講義内容と関係するホームページ、ネット上で閲覧できる学術論文を検索し、独力で文献検索する能力を強められるようにする。

前期

教員氏名 野間　晃

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシー「各領域の主要言語に関する高度な語学力・応用力などの言語運用能力を備えている。（知識・技能）」ことを追求
する科目である。言語・文化に関する総合力を身につけ、研究した問題を論文にまとめ、発表できる能力を身につけるための科目であり、
日本と中国の言語文化を比較検討することによって、両国の文化交流に関する専門的知識を身につけるための科目である。

授業の概要

日本と中国は地理的歴史的な要因によって、早くから文化交流を進めてきたが、それは言語文字を媒介としたものであった。漢字文化を中
心とする中華文化は漢字文化圏の母体となり、日本語と日本の社会に多大な影響を及ぼした。日中両国は長い歴史の中で、それぞれ豊かで
特色ある伝統文化を形成したのである。本講では中国文化に関するさまざまな先行文献を読み、分析検討して日中両国文化の比較研究をお
こなう。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200030G1 中日言語文化特別演習Ⅰ 5535 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

日本語文章表現に関する具体的な練習も同時に行えるようにする。

備考欄

その他 10 授業に積極的に参加しているかどうかを評価する。

教科書 授業中に適宜紹介する。

参考文献 受講者の論文テーマ別にその研究分野の学会が指定する論文執筆要項。

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

90 論文構想の日本語表現の定着度を、授業の成果から判定する。

15

論文の付属要素
　表題、要旨、キーワード、目次、付記、注、参考文献の書き方
を、受講者の論文を基に演習する。

論文の総仕上げを行う。(９０分) 最終確認の後、完成稿を提出する。
(９０分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

論文を書く（７）
　結びの役割として、その構成を確認する。研究目的や方法の要
約、論拠の要約、結論の要約のいろいろな書き方事例を模倣して
みよう。

論文における結びの役割について考
える。(９０分)

試みに実際結びを書いてみる。(９
０分)

14

資料収集と整理
　図表に関する表現方法、資料に関する表現について、受講者の
作成した論文を用いて指導する

図表と資料をまとめておく。(９０
分)

欠点を見つけ訂正する。(９０点)

11

論文を書く（５）
　結論提示を書くための演習。論文を読む人のために「これが自
分のいちばん言いたい意見だ」とわかってもらうためにはどのよ
うな結論を提示すればよいか考えてみよう。

自分の言いたい考えをまとめる。
(９０分)

考えを効果的に表現する方法を考え
る。(９０分)

12

論文を書く（６）
　論の展開のための基礎知識を身に付けよう。データ積み上げ
型、結論先取り型のどちらの方向で自分の論文を完成していくの
かの検討をしていく。

論の展開方法を考える。(９０分) どのような型で論文を作成していく
か考える。(９０分)

- 98 -



北海道文教大学　2022年度　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻　シラバス 2022/04/01

7

第７回　インターネット時代
　インターネットによって瞬時に情報が行き交う中、日中間で漢
字の共有も急速に進んでいる。「元気」「居酒屋」などの日本語
はすでに中国の日常語として定着している。日本でも一部若者の
間で「偽中国語」が使われ始める。

配布プリントを熟読し、自分の問題
意識を整理し、報告の準備をする。
（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

5

第５回　近代の翻訳語と外来語
　近代において西洋の概念を翻訳する際、「四書五経」に親しん
だ当時の知識人（旧武士階級）が中国の古典から多くを引用し、
かつ中国がそれをスムーズに受け入れたことは、日中漢字文化の
循環関係を示す顕著な例である。「権利」「科学」「哲学」「社
会主義」など、その数は1000を超えるといわれる。しかし現代で
は、日本においては欧米の先端科学技術や文化の外来語を中心に
カタカナの多用が目立つ一方、中国では意訳が主流である。

配布プリントを熟読し、自分の問題
意識を整理し、報告の準備をする。
（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

6

第６回　書籍の里帰り
　中国で散逸した文献が日本で保存されていることは、漢字文化
を共有する日中間の循環関係を如実に物語る。

配布プリントを熟読し、自分の問題
意識を整理し、報告の準備をする。
（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

3

第３回　簡体字比較と日本の「国字」
　近代以降、日中ともに漢字の簡略化が進んだが、中国大陸がよ
り徹底して行われ、台湾と香港と異なる簡体字文化を持つことに
なる。日本もまた独自の簡略化が進み、中国人の読めない日本の
漢字、例えば「売」「仏」など、が生まれた。
　そして、日本ならではの文化を、中国にはない漢字で表現する
ために、日本人は独自の和製漢字「国字」を作り出した。「鰯」
など魚に関するものや、「峠」「凪」など気候風土に関するもの
があげられる。

配布プリントを熟読し、自分の問題
意識を整理し、報告の準備をする。
（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

4

第４回　ローマ字化運動の歴史
日中ともに近代化の過程で、複雑な漢字が障壁になるとの意見が
出され、ローマ字化の動きを経験したが、結局は文字が担った文
化の重さが再認識され見送られた。PCの普及による文字入力も、
独自の方法によって漢字文化が継承された。

配布プリントを熟読し、自分の問題
意識を整理し、報告の準備をする。
（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

1

①オリエンテーション
②文化とは何か、異文化交流の視点とは何か。

シラバスを良く読み、自分の問題意
識を整理すること。（90分）

配布プリントと講義の内容を復習
し、指示する文献を読むこと。（90
分）

2

第１セクション（第２～７回）歴史的アプローチを用いて、日中
漢字文化の「循環関係」を考察する
第２回　 音読み（呉音と漢音）
日本語の漢字の音読みに呉音と漢音があり、それが中国の古語に
由来することを認識することは、日中言語文化のうち漢字文化を
理解する基礎となる。

配布プリントを熟読し、自分の問題
意識を整理し、報告の準備をする。
（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

通常の授業で、受講生と教員の間で質疑応答を行う中でフィードバックする。プレゼンテーションについては事前に個別指導を行い、講義
で適宜コメントする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

日中間の言語・文化交流の様々な現象あるいは論点について、調べ、考察した内容を、論理的にかつ明快に説明することができる。

授業の方法

この授業は、教員の解説、前もって課題とした文献についての受講者による報告、これまでの授業を踏まえての受講者の口頭発表から構成
される。

ＩＣＴ活用 Google Classroomを用いた双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 魯　諍

授業の位置づけ

言語・文化に関する総合力を身につけるための科目である。

授業の概要

グローバル化の進行に伴い、異文化間の相互理解と共生が重要な課題となっている。この授業では、異文化間コミュニケーション
（intercultural communication）の視点から、日中両国の言語・文化の交流に関する諸問題を考察し、検討する。単に日本と中国の言
語・文化における共通点や相違点を見出すのみならず、両国の文化的交渉の歴史的プロセスを考察する方法も学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200710G1 日中言語文化特殊研究 2 1
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履修条件・留意
事項等

１回目の授業に必ず出席すること。指定する文献には、報告者のみならず参加者全員が、前もって必ず目を通しておくこと。

備考欄

その他 0

教科書 プリントを配布または配信する。

参考文献 参考文献は、講義開始時や、各回の授業で紹介する。

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業への参加態度（20％）、文献の報告及び口頭発表（30％）、期末レポート（50％）

15

講義のまとめ：講義全体を振り返り、期末レポートの課題を提示
する。

これまでの全ての授業の内容とそれ
に対する考えを自分なりに整理して
おくこと。（90分）

フィードバックを参考に自分なりに
この授業で得た知識を考えをまとめ
ておくこと。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

第１３回　日中の文学
　日清戦争以前は日本は中国から影響を受けることが多かった
が、日清戦争以降は、中国人の日本留学をきっかけに、日本文学
が中国文壇に影響を与えることが多くなった。

配布プリントを熟読し、自分の問題
意識を整理し、報告の準備をする。
（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

14

第14回　プレゼンテーションⅡ
関心を持つテーマについて、調べ、考察した内容を、論理的にか
つ明快に説明する。必ず具体的な研究方法を説明すること。

関心を持つテーマについてのプレゼ
ンと議論の準備をすること。（90
分）

これまでの講義の内容を振り返り、
関心を持つテーマや論点について論
理的に説明できるのか検証する。
（90分）

11

第１１回　祝祭日
　日本の季節や農耕、通過儀礼に関する祝祭日の多くは中国に起
源を持ち、日本で土着の風習と混じり合い継承、発展してきた。
節分の豆まきや雛祭り、五月の節句、七夕などのほか、成人式、
還暦の祝いなど。

配布プリントを熟読し、自分の問題
意識を整理し、報告の準備をする。
（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

12

第１２回　「対」の中国文化と「非対称」の日本文化
　中国では「はい」は「対」、春節の飾りも「対聯」、世界の構
造を説明するのも「陰陽」の対が用いられる。一方、日本では
「わびさび」や茶道華道に代表されるように、自然そのままの非
対称、不完全、未完成が重んじられる。

配布プリントを熟読し、自分の問題
意識を整理し、報告の準備をする。
（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

9

第２セクション（第9～13回）　日中の文化的事象について考察
する（受講生の関心に沿って、テーマと内容を変更することがあ
る）。
主に日本人と中国人の行動様式、またはそれらの背後にある価値
観の考察に力点を置く。
第９回　食文化
　例：なぜ和食はユネスコ無形文化遺産に登録され、世界三大料
理の一つである「中華料理」はされていないのか？　
　⇒中国の多様な地方文化について考える。

配布プリントを熟読し、自分の問題
意識を整理し、報告の準備をする。
（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

10

第１０回　生活文化
　モバイル決済、お化粧など現代若者に親しみやすいテーマを扱
う。

配布プリントを熟読し、自分の問題
意識を整理し、報告の準備をする。
（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

8

第8回　プレゼンテーションⅠ　
関心を持つテーマについて、調べ、考察した内容を、論理的にか
つ明快に説明する。必ず具体的な研究方法を説明すること。

関心を持つテーマについてのプレゼ
ンと議論の準備をすること。（90
分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）
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9

Chapter 6:The modern standard language1
現代の標準語の音韻体系についてわかるようになる。
（準備）標準語音節表の復習
（事後）標準語音韻体系の認識

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

7

Chapter 4:The clasical and literal Chinese[2]
現代語における文語について分かるようになる。
（準備）文語に関する知識の整理
（事後）現代語における文語の運用能力の獲得

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

8

白話について分かるようになる。
（準備）白話に関する基本認識
（事後）白話と文語に対する認識

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

5

Chapter 3:Chinese script
漢字の成り立ちについて分かるようになる。
（準備）漢字に関する知識の整理
（事後）「六書」の認識

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

6

Chapter 4:The clasical and literal Chinese[1]
文語の概要について分かるようになる。
（準備）漢文に関する知識の整理
（事後）文語に対する認識

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

3

Chapter 2:The historical phonology of Chinese[1]
中国語音韻史の概要が分かるようになる。
（準備）既習の中国語発音に関する知識の整理
（事後）音韻史概要の認識

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

4

Chapter 2:The historical phonology of Chinese[2]
現代の方言につながる音韻変化が分かるようになる。
（準備）標準語音韻体系の整理
（事後）主要方言音韻体系の認識

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

1

オリエンテーション（授業の進め方・参考図書について）
この講義における授業の進め方・評価の方法・習得できる内容が
理解できるようになる。　　
（準備）中国語に関する基礎事項の復習を行う。
（事後）英語文献を読む準備を行う。

先学期までに習った中国事情の基礎
力を固めておく。（90分）

講義の重点を整理しておく。（９０
分）

2

Chapter 1:Introduction　The varieties of Chines
中国語の各種方言がわかるようになる。
（準備）標準語に対する認識の整理
（事後）方言に対する認識の整理

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

（なし）

課題に対する
フィードバック

の方法

理解度確認のため、終了後にはノートを提出させる、次回以降の返却後は復習を容易にすることができることができる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標 中国語全般に関する知識を、日本語と中国語の文献により理解し、実践的な翻訳能力の養成につとめる。

授業の方法 資料を検討分析し、受講者の発表・討論を主とした演習方式で行う。

ＩＣＴ活用

講義内容と関係するホームページ、ネット上で閲覧できる学術論文を検索し、独力で文献検索する能力を強められるようにする。

後期

教員氏名 野間　晃

授業の位置づけ

専門分野に関する専門的な知識および技能を身につけるための科目である。翻訳実践を行う際の基礎知識を養成する総論的な授業である。

授業の概要

広大な中国の大地で用いられて来た言語の歴史は、壮大なドラマであり、極めて興味深い問題である。中国語の特徴を考察することによっ
て、その地の歴史と文化を知ることができ、翻訳の便に資することができる。本講では、中国語を語学的に検討し、地域の言語と文化を究
明する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200200G1 中国語文献翻訳実践演習B 5542 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

遅刻は減点の対象になるので注意すること。

備考欄

その他 10 授業態度が積極的な場合は加点する。

教科書 必要箇所のプリントを配布する。

参考文献 授業中に適宜紹介する。

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

90 毎回授業終了後に提出するレポートを総合評価する。

15

まとめ　今学期の授業で学んだ内容の大綱が理解できるようにな
る。　
（準備）中国語に関する知識の総整理
（事後）学んだ知識による語学力の増強を目指す

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

（補遺）越漢語
ベトナム語における漢字語彙と、ベトナム語漢字音と中国語中古
音系との対応関係について分かるようになる。
（準備）中古音系の復習
（事後）ベトナム語と中国語の関係を整理

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

14

Chapter 10:Language and society
中国における言語と社会の関係について分かるようになる。
（準備）方言に関する知識の総整理
（事後）言語と社会の関係に対する認識

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

11

Chapter 8:Dialectal variations in north and central China
中国北部・中部の方言について分かるようになる。
（準備）標準語と方言に対する知識の整理
（事後）北部・中部の方言に対する認識

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

12

Chapter 9:The dialects of the southeast
中国東南部の方言について分かるようになる。
（準備）北部の方言の特徴を復習
（事後）東南部方言に対する認識

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

10

Chapter 7:The modern standard language2
現代の標準語の文法体系についてわかるようになる。
（準備）標準語の文法を整理
（事後）標準語の文法体系にたいする認識

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）
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15

言語類型論(2)
教科書11「言語類型論」pp188-191

教科書の該当箇所を事前に読み、疑
問点があった場合には調べておく
（90分）

講義内で指示した項目について各自
が調べる（90分）

成績評価の方法

13

心理言語学
教科書9「心理言語学」pp154-169

教科書の該当箇所を事前に読み、疑
問点があった場合には調べておく
（90分）

講義内で指示した項目について各自
が調べる（90分）

14

言語類型論(1)
教科書11「言語類型論」pp182-187

教科書の該当箇所を事前に読み、疑
問点があった場合には調べておく
（90分）

講義内で指示した項目について各自
が調べる（90分）

11

歴史言語学(2)
教科書7「歴史言語学」pp138-143

教科書の該当箇所を事前に読み、疑
問点があった場合には調べておく
（90分）

講義内で指示した項目について各自
が調べる（90分）

12

方言・社会言語学
教科書8「方言・社会言語学」pp144-153

教科書の該当箇所を事前に読み、疑
問点があった場合には調べておく
（90分）

講義内で指示した項目について各自
が調べる（90分）

9

認知言語学・日本語文法(2)
教科書5「認知言語学・日本語文法」pp106-113

教科書の該当箇所を事前に読み、疑
問点があった場合には調べておく
（90分）

講義内で指示した項目について各自
が調べる（90分）

10

歴史言語学(1)
教科書7「歴史言語学」pp134-137

教科書の該当箇所を事前に読み、疑
問点があった場合には調べておく
（90分）

講義内で指示した項目について各自
が調べる（90分）

7

生成文法(2)
教科書4「生成文法」pp92-97

教科書の該当箇所を事前に読み、疑
問点があった場合には調べておく
（90分）

講義内で指示した項目について各自
が調べる（90分）

8

認知言語学・日本語文法(1)
教科書5「認知言語学・日本語文法」pp98-105

教科書の該当箇所を事前に読み、疑
問点があった場合には調べておく
（90分）

講義内で指示した項目について各自
が調べる（90分）

5

形態論(2)
教科書2「形態論・語形成」pp56-63

教科書の該当箇所を事前に読み、疑
問点があった場合には調べておく
（90分）

講義内で指示した項目について各自
が調べる（90分）

6

生成文法(1)
教科書4「生成文法」pp86-90

教科書の該当箇所を事前に読み、疑
問点があった場合には調べておく
（90分）

講義内で指示した項目について各自
が調べる（90分）

3

音声・音韻(2)
教科書1「音声・音韻」pp30-45

教科書の該当箇所を事前に読み、疑
問点があった場合には調べておく
（90分）

講義内で指示した項目について各自
が調べる（90分）

4

形態論（1）
教科書2「形態論・語形成」pp46-55

教科書の該当箇所を事前に読み、疑
問点があった場合には調べておく
（90分）

講義内で指示した項目について各自
が調べる（90分）

1

言語学の概要
　教科書序章「言語学とは何か」

教科書を入手し、目次その他に目を
通しておく（90分）

講義内で指示した項目について各自
が調べる（90分）

2

音声・音韻(1)
　教科書1「音声・音韻」pp14-29

教科書の該当箇所を事前に読み、疑
問点があった場合には調べておく
（90分）

講義内で指示した項目について各自
が調べる（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

課題発表をもとに授業を組み立てるため、授業中にコメントや評価等を細かく行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

1. 言語学についてひととおりの基本事項をおさえるとともに、観察と比較を通じてそれらを有機的に関連づけることができる。
2. 教科書等に出てくる術語について主体的に調べ、説明することができる。
3. 教科書等を批判的に読み、曖昧な記述を指摘し、適切な反例を挙げることができる。

授業の方法

事前にしっかりと教科書を読み込み、不明部分についてはそれぞれがしっかりと事前学習して来ることを前提にした授業を行う。板書・教
科書が中心であるが、常に教員から受講生に問いかけ、受講生がそれに答えるという問題解決学習・調査学習形式をとる。

ＩＣＴ活用 メール等を活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

前期

教員氏名 小西　正人

授業の位置づけ

各領域が対象とする専門分野に関する専門的な知識および技能を修めて、各領域の主要言語に関する高度な語学力・応用力などの言語運用
能力を備えるための科目である。「日本語学特殊研究Ⅱ」「日本言語文化特殊演習」および他の語学系科目と関連をもつ。具体的には、本
科目で言語学の基礎を学び、「日本語学特殊研究II」で日本語学の基礎を学ぶ。

授業の概要

日本語の特質を知るためには、その理論的背景を元に、実際の使用を観察するとともに、他言語との比較をおこなうことが重要である。本
授業では{窪薗晴夫[編著]２０１9,https://www.minervashobo.co.jp/book/b472725.html}を読みながら日本語学の基本事項を講義するとと
もに、それを元に実際の使用および他言語との比較を試みる。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200050G1 日本語学特殊研究Ｉ 5560 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

初回から教科書を使用しますので、早めに購入して事前に目を通しておいてください。

備考欄

その他 0

教科書 よくわかる言語学／窪薗晴夫[編著]／ミネルヴァ書房

参考文献 明解言語学辞典／斎藤純男ほか[編]／三省堂

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内での発表（50％）、質疑応答（３０％）、課題提出（20％）、いずれも授業の理解度を含む。

区分 割合（％） 内容
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13

教科書第１0章「コーパスと統計」　
コーパスと統計について、教科書の内容を理解する。

教科書該当部分を読み、不明部分に
ついては事前に確認する（９０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

11

教科書第8章「文体差と文体史」
文体差と文体史について、教科書に書かれている内容を理解す
る。

教科書該当部分を読み、不明部分に
ついては事前に確認する（９０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

12

教科書第9章「言葉の変異と諸方言」
変異と方言について、教科書の内容を理解する。

教科書該当部分を読み、不明部分に
ついては事前に確認する（９０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

9

予備日（これまでの復習を行う） 教科書該当部分を読み、不明部分に
ついては事前に確認する（９０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

10

教科書第7章「文章論と談話分析」
文章と談話について、教科書の内容を理解する。

教科書該当部分を読み、不明部分に
ついては事前に確認する（９０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

7

教科書第5章「現代日本語の語彙」
形態論等と関連させながら、おもに日本語の語彙について理解す
る。

教科書該当部分を読み、不明部分に
ついては事前に確認する（９０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

8

教科書第6章「語と語彙の歴史的変化」
前回見た語彙について、その歴史的な変遷をみるとともに、その
位置づけを行う。

教科書該当部分を読み、不明部分に
ついては事前に確認する（９０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

5

教科書」第３章「現代日本語の文法」
現代日本語の文法について、形態論・統語論・意味論・語用論と
いう観点から概略を理解する。

教科書該当部分を読み、不明部分に
ついては事前に確認する（９０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

6

教科書第4章「文法の歴史変化」
前回学んだ内容について、その歴史的変遷を理解する。

教科書該当部分を読み、不明部分に
ついては事前に確認する（９０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

3

教科書第１章「現代日本語の音声と音韻」その２
前回の授業と対比し、音素やアクセント等について理解する。

教科書該当部分を読み、不明部分に
ついては事前に確認する（９０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

4

教科書第２章「音韻の歴史変化」
日本語の音韻の歴史変化について、基礎知識とその流れを理解す
る。

教科書該当部分を読み、不明部分に
ついては事前に確認する（９０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

1

イントロダクション
教科書の説明、および簡単なガイダンスを行う。

各受講者の受講動機と研究テーマを
尋ねますので準備しておいてくださ
い（９０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

2

教科書第１章「現代日本語の音声と音韻」その１
現代日本語の音声について、音声学を中心に学び、用語等を理解
する。

教科書該当部分を読み、不明部分に
ついては事前に確認する（９０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

授業内レポート等の課題については、詳細にコメントをつけて直接返却する（口頭コメントを含む）。また適宜確認テストを行い、理解度
を確認する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

1. 日本語学の基礎的事項について理解し、説明・応用できる。
2. 文献を批判的に読み、記述が曖昧であるところを指摘し、また記述内容に対する類例および反例を挙げることができる。
3. 日本語教師となる場合に受ける可能性のある語学的質問（歴史を含む）に適切に対処できる。

授業の方法

おもに板書を中心に、講義形式、および発表方式で授業を行う。
また適宜理解度確認の質疑応答等を設け、受講者の理解を確認する。

ＩＣＴ活用 メール等を活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

後期

教員氏名 小西　正人

授業の位置づけ

研究科本専攻の教育課程方針に基づき、各領域が対象とする専門分野に関する専門的な知識および技能を修め、かつ各領域の主要言語に関
する高度な語学力・応用力などの言語運用能力を備えるための科目である。「日本語学特殊研究Ⅰ」および各語学系科目と関連をもつ。

授業の概要

日本語学の文構造の特色である「階層構造」について理解を深めるため、{衣畑智秀編
2019,http://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-89476-946-5.htm}を読み進める。講義形式で内容について簡単な講義をしたの
ち、そこで扱ったキーワード等について受講者はさらに深く調査し、発表を行う（4回以上）。また関連する論文等を紹介し、適宜授業内
で解説する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200040G1 日本語学特殊研究II 5562 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

他の日本語科目を受講していることが望ましい。

備考欄

その他 0

教科書 基礎日本語学／衣畑智秀編／ひつじ書房

参考文献 明解言語学辞典／斎藤純男・田口善久・西村義樹編／三省堂

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内での発表（50％）、授業内レポート等の課題（40％）、質疑応答（10％）

15

教科書第１2章「日本語学史」
教科書の内容について学び、追加資料等により学びを深める。

教科書該当部分を読み、不明部分に
ついては事前に確認する（９０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

教科書第１1章「理論的研究とは？」
教科書の実例をもとに、理論的研究の方法について理解する。

教科書該当部分を読み、不明部分に
ついては事前に確認する（９０分）

授業内容を整理し、確認する（90
分）
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9

Haegeman2006: Ch.3.1「助動詞のない文の構造」について
助動詞のない文の構造について、前章までの知見と方法を運用し
てさらに考察を行う。

教科書該当部分を事前に読んでく
る。また発表担当部分がある場合は
その準備。（90分）

授業で学修した項目を復習し、定着
させる。講義内で指示があった場合
はそれに従う（90分）

7

Haegeman2006: Ch.2.3「指定部」について
名詞句の構造を併せて考察し、動詞句および文の構造を再考す
る。

教科書該当部分を事前に読んでく
る。また発表担当部分がある場合は
その準備。（90分）

授業で学修した項目を復習し、定着
させる。講義内で指示があった場合
はそれに従う（90分）

8

Haegeman2006: Ch.2　練習問題
練習問題を通じて本章の理解度を測り、学習事項を定着させると
ともに、次章に備える。

教科書該当部分を事前に読んでく
る。また発表担当部分がある場合は
その準備。（90分）

授業で学修した項目を復習し、定着
させる。講義内で指示があった場合
はそれに従う（90分）

5

Haegeman2006: Ch.2.1「文・動詞句の構造」について（その１）
動詞句の構造について示唆する実証的なデータを挙げ、構造を決
定していく。

教科書該当部分を事前に読んでく
る。また発表担当部分がある場合は
その準備。（90分）

授業で学修した項目を復習し、定着
させる。講義内で指示があった場合
はそれに従う（90分）

6

Haegeman2006: Ch.2.2「文・動詞句の構造」について（その２）
文・動詞句の構造についての理論的な要請について考察を行う。

教科書該当部分を事前に読んでく
る。また発表担当部分がある場合は
その準備。（90分）

授業で学修した項目を復習し、定着
させる。講義内で指示があった場合
はそれに従う（90分）

3

Haegeman2006: Ch.1.2-3「言語データと一般化」について
言語学で扱われるデータとその一般化について、特に第2節の英
語データの一般化について丁寧に学修する。

教科書該当部分を事前に読んでく
る。また発表担当部分がある場合は
その準備。（90分）

授業で学修した項目を復習し、定着
させる。講義内で指示があった場合
はそれに従う（90分）

4

Haegeman2006: Ch.1　練習問題
練習問題を通じて本章の理解度を測り、学習事項を定着させると
ともに、次章に備える。

教科書該当部分を事前に読んでく
る。また発表担当部分がある場合は
その準備。（90分）

授業で学修した項目を復習し、定着
させる。講義内で指示があった場合
はそれに従う（90分）

1

オリエンテーション
言語の構造依存性について：言語の有限性と無限性を学修する。
はじめて聞いた文でも意味がわかるのはなぜかということについ
て、簡単に説明する。

授業内で各受講者の受講動機と論文
テーマ（予定）について尋ねますの
で、準備しておく（90分）

授業で学修した項目を復習し、定着
させる。講義内で指示があった場合
はそれに従う（90分）

2

Haegeman2006: Ch.1.1「言語の科学的研究」について
言語学で扱われる論証方法について、「科学的」というタイトル
の名の下に論証方法を学修する。

教科書該当部分を事前に読んでく
る。また発表担当部分がある場合は
その準備。（90分）

授業で学修した項目を復習し、定着
させる。講義内で指示があった場合
はそれに従う（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

適宜行う確認小テストはその場で採点して返却します。理解が不十分であると思われる箇所は説明する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

1. 言語の構造依存性について理解し、説明できる。
2. 主張に対する実証的な論証を理解し、自ら構成できる。
3. 英語および日本語について、文法範疇とその具体的なあらわれ、および階層構造性を理解し、他の例に応用できる。

授業の方法

教科書を中心に、板書（必要に応じてパワーポイント）により授業を進める。
はじめは講義形式で行うが、基本的には受講者の輪読・発表方式（演習方式）で進める。
適宜理解度テストを実施し、理解度を確認する。

ＩＣＴ活用 メール等を活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

前期

教員氏名 小西　正人

授業の位置づけ

研究科本専攻の教育課程方針に基づき、各領域が対象とする専門分野に関する専門的な知識および技能を修め、また言語・文化に関する総
合力を身につけ、国内外のさまざまなニーズに応えることができるようになるための科目である。この科目は「日本語学特殊研究Ⅰ・Ⅱ」
を発展させた演習科目であると同時に、他の言語関係の諸科目と関連をもつ。

授業の概要

この講義では言語一般の特徴である「構造依存性」について学ぶ。そのために生成文法入門書である
{Haegeman2006,https://www.wiley.com/en-us/Thinking+Syntactically%3A+A+Guide+to+Argumentation+and+Analysis-p-9781405148832}を
講読し、文の階層構造とその意義について学ぶ。ここでは英語について学ぶが、仮説演繹的に論証する論証法になじむことも目的とする。
また後半は言語学的観点からの日本語を取り上げ、受講者同士で論じる。授業では日本語の「使い分け」用法のレベルではなく、より原理
的な視点からの考察を予定している。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200140G1 日本言語文化特殊演習 5565 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

テキストは英文ですので、英文を適切に読み日本語でまとめられることが条件となる。

備考欄

その他 0

教科書 Thinking Syntactically. A Guide to Argumentation and Analysis./Liliane Haegeman/Blackwell Publishing

参考文献 授業内で適宜指示する。

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内での発表（30％）、理解度確認小テスト（30％）、授業内レポート等の課題（20％）、質疑応答
（20％）

15

日本語の階層構造について
日本語の用言複合体について書かれた著作を読み、日本語の階層
構造について考える。

事前に指定された文章を読み、発表
担当部分がある場合はその準備を行
う。（90分）

授業で学修した項目を復習し、定着
させる。講義内で指示があった場合
はそれに従う（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

日本語の階層構造について
日本語の副詞（節）に関する論文（野田尚史2013「日本語の副
詞・副詞節の階層構造と語順」）を読み、日本語の階層構造につ
いて考える。

事前に指定された文章を読み、発表
担当部分がある場合はその準備を行
う。（90分）

授業で学修した項目を復習し、定着
させる。講義内で指示があった場合
はそれに従う（90分）

14

日本語の階層構造について
日本語の名詞修飾に関する論文（益岡隆志2013「名詞修飾節と文
の意味階層構造」）を読み、日本語の階層構造について考える。

事前に指定された文章を読み、発表
担当部分がある場合はその準備を行
う。（90分）

授業で学修した項目を復習し、定着
させる。講義内で指示があった場合
はそれに従う（90分）

11

Haegeman2006: Ch.3　練習問題
練習問題を通じて本章の理解度を測り、学習事項を定着させると
ともに、次章に備える。

教科書該当部分を事前に読んでく
る。また発表担当部分がある場合は
その準備。（90分）

授業で学修した項目を復習し、定着
させる。講義内で指示があった場合
はそれに従う（90分）

12

日本語の階層構造について
南不二夫の提唱した日本語の階層構造についての文章を読み、日
本語の階層構造について考える。

事前に指定された文章を読み、発表
担当部分がある場合はその準備を行
う。（90分）

授業で学修した項目を復習し、定着
させる。講義内で指示があった場合
はそれに従う（90分）

10

Haegeman2006: Ch.3.2-4「文構造の理論的説明」について
助動詞のない文の構造についての理論的な要請および概念につい
て、導入と考察を行う。

教科書該当部分を事前に読んでく
る。また発表担当部分がある場合は
その準備。（90分）

授業で学修した項目を復習し、定着
させる。講義内で指示があった場合
はそれに従う（90分）
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9

ラテン語(3)：形容詞の活用について学修する。
韓国語：存在詞있다、助詞에を学修する。

前回の授業内容の確認（90分） 課題プリント（90分以上）

10

ラテン語(4)：未完了過去能動直説法について学修する。
韓国語：初級会話を学ぶ。

前回の授業内容の確認（90分） 課題プリント（90分以上）

7

ラテン語（1）：人称と動詞の活用（第一〜第五）について学修
する。
韓国語：指定詞이다、助詞는/은を学修する。

ドイツ語筆記テスト対策学修、およ
びテスト（120分以上、テストは授
業時間外に実施：60分）

課題プリント（90分以上）

8

ラテン語（2）：名詞の活用（第一・第二）について学修する。
韓国語：아니다、助詞가/이を学修する。

前回の授業内容の確認（90分） 課題プリント（90分以上）

5

ドイツ語（2）：人称と動詞変化について学修する。
韓国語：合成母音字を学修する。引き続き韓国語会話に挑戦。

韓国語会話暗記確認、ドイツの人称
変化プリント予習（90分以上）

課題プリント、韓国語会話暗記（90
分以上）

6

ドイツ語（3）：冠詞と格と人称代名詞について学修する。
韓国語：ハングル復習テスト

韓国語会話暗記確認（90分以上） 課題プリント（90分以上）

3

フランス語（3）：人称代名詞（対格・与格）、形容詞について
学修する。
韓国語：その他の基本子音字を学修する。

韓国語の文字の確認（90分） 課題プリント（90分以上）

4

ドイツ語（1）：発音と名詞について学修する。
韓国語：激音、濃音およびパッチムを学修する。そろそろ韓国語
会話にも挑戦する。

フランス語筆記テスト対策学修、お
よびテスト（120分以上、テストは
授業時間外に実施：60分）

課題プリント、韓国語会話暗記（90
分以上）

1

オリエンテーション・イントロダクション
　授業の進め方、評価方法、心がまえなどについて説明。
世界の言語：世界の言語はどのようにして分かれたのか、どれが
姉妹・親子関係にあるのかについて。
フランス語（1）：アルファベットと発音、名詞と冠詞・所有形
容詞・指示詞について学修する。
韓国語：ハングルの形成法、基本母音字を学修する。

自分の外国語学習を振り返り、学習
困難であったときの要因を振り返る
（90分）

課題プリント（90分以上）

2

フランス語（2）：人称と動詞変化（活用）について学修する。
韓国語：母音字の復習、子音字（가・나・다・라・마・바・사）
を学修する。
フランス語の人称変化と韓国語の基本子音字がわかるようにな
る。

フランス語の人称変化について、前
週にプリントを配布するので、準備
学習として事前に読んでおくこと
（90分）

課題プリント（90分以上）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

課題についてはすべてチェックし、返却する。場合によっては再提出を命じる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

1. 各言語の初級文法知識を身につけ、使用できる。
2. それらの方法を用いて他の未習言語の振る舞いを予測できる。
3. 各言語の発音法に応じて発音ができる。
4. 世界の言語についてある程度配慮ができる。

授業の方法

授業は講義および受講者のリアクションによって進められる。
配布印刷物を用いて説明を行い、受講者の課題を添削しながら学修内容をチェックし、理解度の確認を行う。

ＩＣＴ活用 メール等を活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

後期

教員氏名 小西　正人

授業の位置づけ

国際社会で活躍する日本語教員志望者および現職日本語教師のための外国語教授法理論の探求とより高度な実践方法を研究し、専門的な知
識および技能を身につけるための科目である。他の「日本語教育学研究」科目、および「日本語学特殊研究」科目と並行して学び、日本語
知識を深めながら実践へと発展させる。

授業の概要

外国語としての日本語を学ぶために、世界の他の言語を学びながら、実践的に理解する。具体的には授業計画に記されている言語を初級か
ら学び、日本語（および受講者の母語）との比較を常に行いながら各言語および日本語を理解し、教授する際の知識としてこれらのことを
修得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200490G1 日本語教育学研究Ｉ 5570 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

毎週課題が出ます。

備考欄

その他 0

教科書 授業中に適宜プリントを配布する。

参考文献 白水社『ことばのしくみ』シリーズ

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各課題および各確認テスト（暗誦テスト含む）の合計

15

スワヒリ語（3）：形容詞について学修する。
韓国語：総復習テスト

前回の授業内容の確認（90分） スワヒリ語テスト対策学習（90分以
上、テストは授業時間外に実施：６
０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

スワヒリ語（1）：発音、時制、アスペクトについて学修する。
韓国語：いろいろな数字を学修する。

前回の授業内容の確認（90分） スワヒリ語会話暗記、課題プリント
（90分以上）

14

スワヒリ語（2）：名詞クラスについて学修する。
韓国語：いろいろな助詞を学修する。

前回の授業内容の確認（90分） スワヒリ語会話暗記、課題プリント
（90分以上）

11

アラビア語(1)：文字と発音について学修する。
韓国語：練習問題をやりながら総合復習。
アラビア文字のしくみがわかるようになる。

ラテン語筆記テスト対策学修、およ
びテスト（120分以上、テストは授
業時間外に実施：60分）

課題文を書けるようにする（90分以
上）

12

アラビア語(2)：動詞・名詞の文法事項について学修する。
韓国語：합니다体、関連助詞を学修する。

前回の授業内容の確認（90分） 課題プリント（90分以上）
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9

日本語能力の測定
インタビューで何を測定するか。
模擬授業は、形容詞の導入と活用指導。

日本語能力試験の問題集からＮ3の
形容詞と使用頻度傾向を調べておく
(90分以上）

日本語教育の動画サイトにアクセス
し、フラッシュカードやスライドの
使い方を模倣してみる(90分）

7

日本語の文型
受身形と授受表現の文型と定着練習を講師がモデル授業し、受講
生が観察する。
また初級・中級の理解語彙と学習語彙の選別基準とその演習を行
う。

国立国語研究所や文化庁データから
日本語語彙の使用分野別使用頻度を
確認しておく(90分）

各自の選択した教科書に最小限の追
加語彙リストを作成しておく(90
分）

8

日本語能力試験の語彙レベル
どのような語彙が初級か、どのレベルから中級となるのか語彙の
レベル分け演習を行う。
模擬授業は中級日本語学習者のための聴解指導。

図書館の日本語教育教材の中から、
実際のコミュニケーションに近づけ
たタスク型の聴解問題を１つ選んで
おく(90分）

日本語教育の動画サイトにアクセス
し、上手な教え方とは何かを観察す
る(90分）

5

日本語の動詞活用Ⅱ
受身文の作り方とその運用練習の模擬授業を行う。授業後に受講
者同士でその評価とより効果的な指導方法を話し合う。

日本語初級レベルの動詞の３分類方
法とその指導法、練習問題を作成し
ておくこと(90分）

日本語教育における動詞と形容詞の
分類方法を学習者がひと目でわかる
ようにまとめておくこと(90分）

6

日本語の動詞活用Ⅲ
「て形」導入と定着練習の模擬授業を行い、全員でその評価とよ
り効果的な方法を意見交換する。

日本語教育の動画サイトにアクセス
して、「て形」の教え方のいろいろ
を観察しておく(90分）

「て形」定着のための練習問題を作
成しておく(90分）

3

日本語の動詞活用Ⅰ
日本語学習者が苦手とする動詞活用に焦点を当て、その具体的な
導入と教え方を先行研究を読んで実際に演習してみる。

日本語文法の各活用表を作成してお
く(90分以上）

ローマ字を用いた語幹とその活用
ルールが説明できるようにしておく
(90分）

4

第二言語の習得と臨界期
臨界期仮説と敏感期から、言語の条件付け学習（行動主義）に基
づいた教授法を体験してみる。

文法ルールは実際のコミュニケー
ションでどのように形成されていく
か、指定論文を読んでおく(90分）

授業で配付した第二言語習得理論の
論文を読み返しておくこと(90分）

1

多様な日本語学習ニーズを知る
世界で学ぶ日本語学習者の概観を眺め、その現場にいる日本語教
師の仕事を確認する。

日本語教育の教科書で各自がもっと
も使いやすい教科書を1冊選んでお
く(90分）

市販の日本語初級教科書を2冊以上
選び、学習内容の比較しておくこと
(90分）

2

コースデザインの作り方
学習者のニーズ調査から教科書選定、授業時間数と達成目標等、
各自が選択した教科書を使って30時間のコースデザインを作成
し、評価しあう。

「よい」と思った日本語教科書をよ
く読んでおく(90分）

選択した各自の教科書1冊分の大ま
かなコースデザインを作成してみる
(90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

レッスンプランおよび模擬授業等については、できるだけ授業内で振り返りを行い、課題は提出された翌週にコメントを添えて返却すると
同時に口頭でも再考してほしいポイントを伝える。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１　学習目的、学習者に合わせたコースデザインが作成できる。
２　学習者の学習ニーズ分析ができる。
３　学習レベルや目的に合わせた教科書選択ができる。
４　チームティーチングのための、要点を押さえた授業記録が書ける。
５　授業改善するための授業の振り返りが描写できる。

授業の方法

講義とその演習（模擬授業）を行い、その演習の振り返りで自己評価および受講者同士の意見交換により、授業改善していく。また課題の
副教材作成については、受講生同士で協働して作成していく。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 岡本　佐智子

授業の位置づけ

日本語・日本文化コミュニケーション領域における外国語としての日本語の教育方法を体験的に学ぶ科目であり、専門的な知識および技能
のほか、文化背景を含めた言語運用の指導方法を身につけるための科目である。（知識・技能）
｢日本語教育学研究Ⅰ」に連動し、「日本語教育学演習Ⅰ」に続いて、日本語教育の専門家としての実践力を養成していく。

授業の概要

この授業では、経験の浅い日本語教師または初めての日本語教育に欠かせない日本語教授法の基礎を確認するとともに、実践力育成を目的
として、演習（模擬授業）とその振り返りを行い、教師の自己研鑽となるアクションリサーチ方法を学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200070G1 日本語教育学研究II 5572 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

本学図書館蔵書を活用していくので、研究に重要な図書は速やかに内容を記録しておくこと。

備考欄

その他

0 課外での日本語教育機関における日本語教育支援活動も報告書提出および機関先での評価に加味する。

教科書 本学図書館で、各自が日本語教育の指導方法書を数冊選択して使用する。

参考文献 日本語教授法および日本語教育の実践報告に関する先行研究を適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 演習・模擬授業60％、教材・副教材作成20％、アクションリサーチ20％。

15

模擬授業の振り返り
各自の模擬授業の録画ハイライトを見て、それぞれの授業力が改
善されたか、何が問題か、相互に評価しあう。

各自の教案を再考し、修正しておく
こと(90分）

教師のアクションリサーチをまと
め、1週間以内に提出すること(90分
以上）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

確認テスト（模擬授業Ⅰ）
指定の学習項目について、一人20分の模擬授業を行い、受講生ど
うし評価していく。

指定学習項目の模擬授業準備をして
おく(90分以上）

模擬授業を振り返り、文献から授業
の改善方法や授業ポイントを調べて
おく(90分）

14

確認テスト（模擬授業Ⅱ）
指定の学習項目について、一人20分の模擬授業を行い、評価対象
とする。

指定の学習項目の模擬授業準備をし
ておく(90分以上）

模擬授業を振り返り、文献から具体
的な改善方法を調べておく(90分）

11

リスニング指導
初級聴解練習のためのスクリプトを作成し、その会話の自然度と
使用頻度レベルを客観的に評価し合っていく。

指定のタスクに基づく初級聴解練習
のためのスクリプトを作成しておく
(90分）

聴解練習教材を作成し、録音する
(90分）

12

ライティング指導
初級学習者の文章の添削方法を演習を通して学ぶ。

自身の日本語文の分かりにくさはど
のような点か、を整理してくる（90
分）

日本語教育の動画サイトにアクセス
し、よい授業とそうでない授業の違
いを観察しておく(90分）

10

会話指導
日本語初中級レベルの学習者のためのの会話指導をどのようにす
るか、教師のデモンストレーション方法を観察・評価する。その
上で発音クリニックの模擬授業を行ってもらう。

指定の会話教材を読み、どのような
談話構造かを分析しておく。そして
それらの音声指導教案を作成してお
く(90分）

音声モデルとして提示するための有
効性を図るため、各自の音声の問題
点を記しておく(90分）
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7

文法の導入と練習方法
初級レベルの文法導入とドリルの種類を確認し、そのモデルを生
かした可能表現の演習(模擬授業）を行う。

初級レベルの可能形の文法導入と練
習方法のいろいろを動画サイトで見
ておくこと（90分以上）

可能形の学習定着のための練習問題
を10問作成しておくこと（90分以
上）

5

タスク学習
プロジェクトワークの実践例から、各自の教科書に沿ったプロ
ジェクトテーマを決め、その手順を受講者グループでシミュレー
ションしていく。

タスク重視の言語教授法（ＴＢＬ
Ｔ）を調べその仮設によるタスク難
易度を巻上げておくこと（90分以
上）

言語中心のシラバスとプロジェクト
ワーク型のシラバスを対照しておく
（90分）

6

会話練習
初級教科書から、日本での生活や社会で必要となる頻度の高い言
語機能を抽出し、その談話構造を演習する。

使える日本語とは何か、その学習者
ニーズごとにリストアップしておく
こと（90分以上）

コミュニカティブラーニングと学習
者心理について調べ、まとめておく
（90分以上）

3

ＣＢＩの教師の役割
初級教科書の１課から5課までで、内容重視の学習として発展で
きる項目を選び、それをスポット的に模擬授業する。模擬授業後
は相互評価および改善方法を話し合う。

ＣＢＩの指導手順に基づいた地域日
本語教育支援の現状をネットで調べ
ておく（90分以上）

内容重視の教授法（ＣＢＩ）につい
ての基本理論を把握しておく（90
分）

4

CLLのグループ活動
初級形容詞の授業からＣＬＬのグループ活動に発展させるにはど
のような方法があるかをディスカッションする。オンライン授業
の場合はＣＬＬの課題をまとめてもらう。

協働学習法（ＣＬＬ）についての言
語理論を調べておくこと（90分以
上）

ジグソー方式クラスの利点と問題点
を確認しておくこと（90分）

1

オリエンテーション
外国語を学ぶとはどのような環境があり、成功する学習者と成功
しない学習者の違いは何か。自身の学習経験から、よい教師とは
何かをディスカッションする。

自分の外国語学習を振り返り、学習
困難であったときの要因を振り返る
（90分）

図書館にある日本語教科書から、
もっとも使いやすいと思った初級教
科書を1冊選び、その理由を5つ以上
考えておく（90分以上）

2

教科書をどう活用するか
各自が選定した初級教科書の特徴を発表する。各教科書ではどの
ような教授法の組み合わせがあるのかを受講生でディスカッショ
ンし、その扱いの注意点を考える。

選定した教科書の語彙提示方法をま
とめておくこと（90分以上）

コミュニカティブアプローチとオー
ディオリンガルアプローチの長所と
短所をまとめておくこと（90分以
上）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

模擬授業は授業内に講評し、課題提出物は、個別にコメントを添えて次回に返却する。返却時には、受講者に共通する問題点がある場合や
優れた内容はクラスで共有していく。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

授業を組み立て方法として、教案を作成して授業し、その振り返りと改善方法を検討することで、教師の自己研鑽意識が定着するようにな
る。
１　学習項目の定着を図るための練習方法を工夫することができる。
２．学習目的に合わせた教案を作成することができる。
３．音声指導が効率的にできるようになる。
４．学習ニーズに合わせた教授法の組み合わせができる。
５．他者の授業を客観的に評価ができる。

授業の方法

演習を中心とする科目である。できるだけ多くの学習項目で模擬授業を体験し、自らの振り返りだけなく、受講者相互の授業評価および意
見交換を行う。
模擬授業では、毎回録画を観て振り返り、改善方法を具体的に記述できるようにアクションリサーチペーパーを書いていく。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 岡本　佐智子

授業の位置づけ

本授業は、日本語または外国語の言語教育専門分野に関する専門知識および実践力を身につけるための科目である。
近い将来、国内外で言語教育の専門家として活躍しようとする受講生を対象としている。
「日本語教育学研究Ⅰ」と併せて履修し、「日本語教育学研究Ⅱ」及び｢日本語教育学演習Ⅱ」の基礎となる。
日本語教授法および外国語教育の理論を実践に移すためには、どのような授業計画と教材作成が必要か、市販の教材等を参考に自ら授業を
組み立てていけるようになるための基礎を学ぶ。

授業の概要

外国語としての日本語教授法の最新理論を主体的に学び、それをどのように実践していけばよいかを模擬授業や課題発表をグループワーク
で考えていく。特に学習定着の弱い文法項目では教師のティーチングポートフォリオ作成の習慣を身に付けるようにする。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200680G1 日本語教育学演習Ⅰ 5575 2 1
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履修条件・留意
事項等

外国語教授法の各基礎知識は事前に読んでから受講すること。

備考欄

その他

0

教科書 学習項目に応じて、日本語教科書例とそれに関連する指導手引き書や参考書、副教材集など適宜紹介する。

参考文献 先行研究や授業報告書など授業で適宜紹介する。

定期試験

0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業レッスンプランと副教材作成40％、課題レポート60％。

15

ビジネス日本語能力の測定基準
日本語能力検定試験とビジネス日本語能力検定試験のＮ２／中級
レベルの過去問題の出題傾向を比較し、ビジネス日本語能力の測
定基準をまとめていく。

中級能力測定のための語彙運用基準
を分析しておくこと（90分以上）

指定する学習者の作文を赤字で誤用
訂正し、レベルを判定したうえで、
期日までに提出すること（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

学習者の社会参加
中級前期レベルにおけるプロジェクトワークの実践例から、各自
の教科書に沿ったプロジェクトテーマを決め、その手順を受講者
グループでシミュレーションしていく。オンライン授業の場合は
指定課題にまとめてもらう。

中上級レベルのタスクリーディング
教材を探しておくこと（90分）

上級レベルの学習者にみられる表記
や多義語の誤用傾向を分析しておく
こと（90分）

14

日本語能力の基準
日本語能力検定試験のＮ４，Ｎ３の標記・語彙・文法に関する出
題範囲を確認し、文法の定着度を評価する視点を学ぶ。

学習評価の種類を調べ、客観試験の
特徴をしらべておくこと（90分）

Ｎ３の検定試験問題集をペアワーク
で項目ごとに分析する（90分以上）

11

中上級レベルの会話練習
中上級レベルの学習者が日本語母語話者との接触で、どのような
事項が推測できないかを映像を観て文化的背景を考察する。
また、日本語社会で自律的に学んでいくためにはどのようなリ
ソース教材が必要か、そのリストを作成していく。

中上級レベルの会話指導はどのよう
に指導するかを具体例を動画で見て
おくこと（90分）

中級後期レベルの教科書から高度語
彙と基礎語彙の言い換えができるよ
うにしておく（90分）

12

中級レベルの読解指導
中級レベルの学習者への精読、多読指導の基本を踏まえて、実際
の活字メディア記事を使って類推力を育てるための接続詞、文型
(パターン)の抽出を演習する。

中上級レベルの読解指導の手順を市
販テキストで確認しておくこと（90
分以上）

指定記事を初・中・上級の難易度ラ
ンキングをしておくこと。またなぜ
そのランクにしたか理由も記してお
くこと（90分）

9

音声指導の方法
特殊音節のミニマム練習問題を作成し、そこから日本語リズムを
使った文レベルでの発音クリニック演習を行う。特にＶＴ法を応
用した演習が中心となる。

初級レベルの音声指導、特にスピー
チ指導にはどのような指導例がある
か、調べておくこと（90分以上）

VT 法による中国語母語話者の音声
指導案を作成しておくこと（90分以
上）

10

初級から中級への橋渡し
中級レベルにおける学習者の悩みをディスカッションし、その改
善にはどのような手当てが必要かをまとめていく。

中上級レベル学習者の悩みをネット
で調べ、その対応を考えておくこと
（90分以上）

中上級レベルの教科書を2冊は読ん
でおくこと（90分以上）

8

聴解問題の作り方
初級レベル教科書の副教材から、タスクリスニング練習にはどの
ような自然会話が提示できるか、またはレベルに合わせて一部加
工するには具体的にどんな工夫が必要かを話し合う。

初級レベルの聴解練習にはどのよう
な教材があるかを視聴し、効果的で
あるとされる教材を1冊選んでおく
こと（90分以上）

初級レベルの受身形定着を目的とし
た聴解問題のスクリプトを作成する
（90分以上）
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9

日本語能力の測定
インタビューで何を測定するか。
模擬授業は、形容詞の導入と活用指導。

日本語能力試験の問題集からＮ3の
形容詞と使用頻度傾向を調べておく
(90分以上）

日本語教育の動画サイトにアクセス
し、フラッシュカードやスライドの
使い方を模倣してみる(90分）

7

日本語の文型
受身形と授受表現の文型と定着練習を講師がモデル授業し、受講
生が観察する。
また初級・中級の理解語彙と学習語彙の選別基準とその演習を行
う。

国立国語研究所や文化庁データから
日本語語彙の使用分野別使用頻度を
確認しておく(90分）

各自の選択した教科書に最小限の追
加語彙リストを作成しておく(90
分）

8

日本語能力試験の語彙レベル
どのような語彙が初級か、どのレベルから中級となるのか語彙の
レベル分け演習を行う。
模擬授業は中級日本語学習者のための聴解指導。

図書館の日本語教育教材の中から、
実際のコミュニケーションに近づけ
たタスク型の聴解問題を１つ選んで
おく(90分）

日本語教育の動画サイトにアクセス
し、上手な教え方とは何かを観察す
る(90分）

5

日本語の動詞活用Ⅱ
受身文の作り方とその運用練習の模擬授業を行う。授業後に受講
者同士でその評価とより効果的な指導方法を話し合う。

日本語初級レベルの動詞の３分類方
法とその指導法、練習問題を作成し
ておくこと(90分）

日本語教育における動詞と形容詞の
分類方法を学習者がひと目でわかる
ようにまとめておくこと(90分）

6

日本語の動詞活用Ⅲ
「て形」導入と定着練習の模擬授業を行い、全員でその評価とよ
り効果的な方法を意見交換する。

日本語教育の動画サイトにアクセス
して、「て形」の教え方のいろいろ
を観察しておく(90分）

「て形」定着のための練習問題を作
成しておく(90分）

3

日本語の動詞活用Ⅰ
日本語学習者が苦手とする動詞活用に焦点を当て、その具体的な
導入と教え方を先行研究を読んで実際に演習してみる。

日本語文法の各活用表を作成してお
く(90分以上）

ローマ字を用いた語幹とその活用
ルールが説明できるようにしておく
(90分）

4

第二言語の習得と臨界期
臨界期仮説と敏感期から、言語の条件付け学習（行動主義）に基
づいた教授法を体験してみる。

文法ルールは実際のコミュニケー
ションでどのように形成されていく
か、指定論文を読んでおく(90分）

授業で配付した第二言語習得理論の
論文を読み返しておくこと(90分）

1

多様な日本語学習ニーズを知る
世界で学ぶ日本語学習者の概観を眺め、その現場にいる日本語教
師の仕事を確認する。

日本語教育の教科書で各自がもっと
も使いやすい教科書を1冊選んでお
く(90分）

市販の日本語初級教科書を2冊以上
選び、学習内容の比較しておくこと
(90分）

2

コースデザインの作り方
学習者のニーズ調査から教科書選定、授業時間数と達成目標等、
各自が選択した教科書を使って30時間のコースデザインを作成
し、評価しあう。

「よい」と思った日本語教科書をよ
く読んでおく(90分）

選択した各自の教科書1冊分の大ま
かなコースデザインを作成してみる
(90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

レッスンプランおよび模擬授業等については、できるだけ授業内で振り返りを行い、課題は提出された翌週にコメントを添えて返却すると
同時に口頭でも改善ポイントを伝える。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１　学習目的、学習者に合わせたコースデザインが作成できる。
２　学習者の学習ニーズ分析ができる。
３　学習レベルや目的に合わせた教科書選択ができる。
４　チームティーチングのための、要点を押さえた授業記録が書ける。
５　授業改善するための授業の振り返りが描写できる。

授業の方法

講義とその演習（模擬授業）を行い、その演習の振り返りで自己評価および受講者同士の意見交換により、授業改善していく。また課題の
副教材作成については、受講生同士で協働して作成していく。

ＩＣＴ活用

本学図書館サイトおよびインターネットを用いて授業研究論文の収集を行う。また、公開されている授業動画等を視聴する。

後期

教員氏名 岡本　佐智子

授業の位置づけ

日本語・日本文化コミュニケーション領域における外国語としての日本語の教育方法を体験的に学ぶ科目であり、専門的な知識および技能
のほか、文化背景を含めた言語運用の指導方法を身につけるための科目である。（知識・技能）
｢日本語教育学研究Ⅰ・Ⅱ」に連動し、「日本語教育学演習Ⅰ」に続いて、日本語教育の専門家としての実践力を養成していく。

授業の概要

この授業では、経験の浅い日本語教師または初めての日本語教育に欠かせない日本語教授法の基礎を確認するとともに、実践力育成を目的
として、演習（模擬授業）とその振り返りを行い、教師の自己研鑽となるアクションリサーチ方法を学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

200690G1 日本語教育学演習Ⅱ 5577 2 1
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履修条件・留意
事項等

本学図書館蔵書を活用していくので、指定した書籍がすぐに借りられるよう、返却延滞がないようにしておいてほしい。

備考欄

その他

0 課外での日本語教育機関における日本語教育支援活動も報告書提出および機関先での評価に加味する。

教科書 本学図書館で、各自が日本語教育の指導方法書を数冊選択して使用する。

参考文献 日本語教授法および日本語教育の実践報告に関する先行研究を適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 演習・模擬授業60％、教材・副教材作成20％、アクションリサーチ20％。

15

模擬授業の振り返り
各自の模擬授業の録画ハイライトを見て、それぞれの授業力が改
善されたか、何が問題か、相互に評価しあう。

各自の教案を再考し、修正しておく
こと(90分）

教師のアクションリサーチをまと
め、1週間以内に提出すること(90分
以上）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

確認テスト（模擬授業Ⅰ）
指定の学習項目について、一人20分の模擬授業を行い、受講生ど
うし評価していく。

指定学習項目の模擬授業準備をして
おく(90分以上）

模擬授業を振り返り、文献から授業
の改善方法や授業ポイントを調べて
おく(90分）

14

確認テスト（模擬授業Ⅱ）
指定の学習項目について、一人20分の模擬授業を行い、評価対象
とする。

指定の学習項目の模擬授業準備をし
ておく(90分以上）

模擬授業を振り返り、文献から具体
的な改善方法を調べておく(90分）

11

リスニング指導
初級聴解練習のためのスクリプトを作成し、その会話の自然度と
使用頻度レベルを客観的に評価し合っていく。

指定のタスクに基づく初級聴解練習
のためのスクリプトを作成しておく
(90分）

聴解練習教材を作成し、録音する
(90分）

12

ライティング指導
初級学習者の文章の添削方法を演習を通して学ぶ。

自身の日本語文の分かりにくさはど
のような点か、を整理してくる（90
分）

日本語教育の動画サイトにアクセス
し、よい授業とそうでない授業の違
いを観察しておく(90分）

10

会話指導
日本語初中級レベルの学習者のためのの会話指導をどのようにす
るか、教師のデモンストレーション方法を観察・評価する。その
上で発音クリニックの模擬授業を行ってもらう。

指定の会話教材を読み、どのような
談話構造かを分析しておく。そして
それらの音声指導教案を作成してお
く(90分）

音声モデルとして提示するための有
効性を図るため、各自の音声の問題
点を記しておく(90分）
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