教員名

教員・ゼミナール紹介

教員名

教員の専門や研究テーマ

ゼミナールテーマ
ゼミナール紹介

須永 和博 准教授

花本 広志 教授

文化人類学、観光研究

民法、法学教育・法曹養成教育

“ツーリズム”と“ 航空産業 ”の研究
ツーリズムや航空産業をはじめとし
た多様なテーマを、グローバル社会
を前提に研究を進めます。

フィールドワークで読み解く
グローバル社会
グローバル化のなかで変容する生
活世界について、ツーリズムや移民、
先住民族などの視点から考えます。

交渉学
他者とのよりよい関係性を構築して
いくために必要となる交渉の理論と技
法を実践的に学びます。

堀 芳枝

Psycholinguistics
Topics in Psycholinguistics

言語と文化の理解を踏まえ、言語
が文化や思考にどのように影響を与
えるかを探ります。

教授

アメリカ小説 、アメリカ・ユダヤ系作家
アメリカ小説を読む
主に 20 世紀のアメリカ小説を原書
で読みながら、原書に親しむための
英語力を身につけます。

鈴木 涼太郎 准教授

高橋 雄一郎

将来が見えた

グローバル経済とアジアの女性労働
ジェンダーの視点や女性の労働と
いった新たな視点からグローバル経
済の仕組みについて考察します。

伊藤 兵馬 特任講師

教授

International Relations

パフォーマンス研究

北野 収 教授

国際開発論、環境平和学、食料農業問題

山口 誠 教授

日本への興味と海外への興味

メディア研究 、観光社会学

ツーリズム産業と地域の文化論
ツーリズム産業や観光地にかかわ
る身近な事象に対し、人文社会科学
の視点でアプローチします。

英語圏の国際関係～歴史と現代
イギリスやアメリカ、オーストラリア
などの英語圏の国の国際関係を、歴
史を紐解き、考察します。

メディアとツーリズムの社会学
一「観る」ことを探求する
「観る」ことを学術的に考察する技
法を習得し、メディアとツーリズムの
研究を進めていきます。

点を取得することができたのです。

機器など幅広い事業を展開している京セラで

日本人としての

くりをしている会社を選んだか。それは留学を

アイデンティティを強く感じた留学時代

しているとき、現地の友人が日本製の車や家

働きます。なぜ私が観光産業ではなく、ものづ
今、日本という小さな島国が 2020 年に向

現代国際政治史、国際関係論

けて世界中の注目を浴びています。高校生

電を「これいいよね！」と言って使ってくれる姿

のとき、オリンピック開催地決定のニュース
を観てからというもの、自分なりに日本の魅

私が留学したのは、オーストラリアのゴール

に喜びや日本人としてのアイデンティティを感じ

力や観光について考える機会が増え、観光

ドコーストに程近いサザンクロス大学。観光

たからです。そのときの印象が強かったからこ

のサスティナビリティをテーマに研究していま

そ、大学で培った語学力を活かして日本製品

3 年次に 1 年間の留学をするという目標を

した。日本の観光学はフィールドワークを重

を世界へ広める仕事に就きたいと思ったのです。

立て、観光学とともに英語にも力を入れてい

視する傾向があるのですが、オーストラリアで

皆さんも多くの経験を積み、たくさん周囲の人
から刺激を受ける大学生活を送ってください。

学が学べる交流文化学科を選択しました。

卒業論文（一部抜粋）
―フィリピン人移民・出稼ぎを事例に

4年

京セラ株式会社 内定
新潟県立三条高等学校出身

英語学、語用論

観光研究、観光文化論

■ 開発における連帯の所在―フェアトレードからの考察
■ 太陽の光に当たらない男たち

齋藤 憲佑

大澤 舞 准教授

パレスチナ／人の移動（移民・難民）
パレスチナについて考えるとともに、
人の移動（移民や難民）
、パフォー
マンスについても研究します。

永野 隆行 教授

大きな目標に向かって
一歩踏み出したからこそ

国際政治経済、平和研究、ジェンダー、
子どもの人権

島田 啓一 教授

交流文化学科
での4年間

交流文化学 科

ツーリズム研究、航空研究

N.H. ジョスト 准教授

外国語学部

井上 泰日子 特任教授

教員の専門や研究テーマ

■ ハワイにおける観光客向けフラレッスンに関する研究
■「フォトジェニック」と観光化する日常

■ 移民にとっての食の重要性
―江戸川区インド人コミュニティを事例に

■ アートプロジェクトが地域にもたらす影響―瀬戸内、直島を事例として

■ 宗教から見るフィリピン史

たのですが、入学当時は全く英語が話せず、

は統計学的なアプローチで観光を分析します。

自分で話題をつくって話すということに難しさ

異なる手法を身につけたことで、観光をさまざ

を感じていました。留学条件を満たすために

まな方向から考察できるようになりました。

は TOEFL® でハイスコアをとらなくてはなりま

Q&A

春からは、半導体や太陽光パネル、医療

せん。スピーキングとリスニングの力をつける
ため、大学の図書館を利用するだけではな

Q. 外国語学部のほかの学科との違いは何ですか？

Q.「交流文化」とは何ですか？

く、可能な限り英語だけで過ごせる環境をつ

A. 交流文化学科は「人と文化の交流 = ツーリズム」をキーワードに世

A. 歴史を紐解くと、文化は最初から確立された存在があったので

くって自分を追い込みました。その甲斐あっ

界のさまざまな地域の文化や社会について学ぶことをめざしています。

はなく、言葉や生活習慣、思想や哲学などと出会い、それを受け

て、TOEFL®76 点というスコアで留学条件

世界の共通語として、実践的な英語力を身につけますが、学びの対象

入れたり、時には衝突を繰り返しながら形作られてきました。このよ

を満たすことができ、TOEIC®L&R でも950

は英語圏に限りません。
「ツーリズム」が世界のありとあらゆることを対

うな出会いと変容のプロセスを交流する文化、すなわち交流文化と

象としているように、学びの対象も世界規模であることが特徴です。

してとらえています。

観光学を学べるサザンクロス大学に留学。
空港やビーチが隣接しているため、世界中
からの観光客も多く訪れる場所で充実した
留学生活を送ることができました。

卒業後の進路
NEWS

草加国際村一番地

交流文化学科フォーラム

獨協大学 交 流 文化学 科
http://dotts.dokkyo.ac.jp

インターンシップ

取得可能な資格免許
■ 司書

■ 高等学校教員免許（英語）
（申請中）

■ 司書教諭

交流文化学科では、学科専門科目として

地域の人々と交流するイベントです。

卒業生を招いて講演をしていただき、将来の

「インターンシップ」を開設しています。学

世界各国の屋台が並ぶ楽しいお祭

キャリアを考える機会を設けています。これま

内では仕事の内容やビジネスマナーについ

京セラ

りに、交流文化学科の学生たちも

でも航空業界、旅行業界、ホテル業界など

て学び、夏休み期間を利用して実習（イン

近鉄エクスプレス

参加し、映画上映や研究発表を通

で活躍する卒業生をゲストスピーカーとして招

ターンシップ）を実施するという授業です。

日本航空

じて、多文化共生の現状と課題に

き、本学での学びや経験がいかに現在のキャ

航空会社、ホテル、旅行会社、エコツーリ

ついて議論します。

リアに役立っているかをお話いただきました。

ズムなどさまざまな実習先を用意しています。

2017 年度 卒業生の業種別就職状況

■ 中学校教員免許（英語）
（申請中）
毎年、ツーリズムの現場で活躍されている

草 加 市に暮らすさまざまな国・
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交流文化学科 Web サイト

公務員・教員4.2%

製造業4.2%
サービス業他
23.6%

2017 年度 主な就職先（一部抜粋）
マイナビ
中山福

京王プラザホテル
リログループ

ディー・エイチ・エル・ジャパン
鴻池運輸
ジーユー

上組

放送・通信・
情報サービス業
12.5%

はとバス
全日本空輸

ファーストリテイリング

エイチ・アイ・エス

国家公務員

西日本鉄道

建設・不動産業1.4％

東京東信用金庫

ジェイティービービジネストラベルソリューションズ

金融・保険業
5.6%

運輸業
27.8%

卸・小売業20.8%
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