教員名

ス …スペイン・ラテンアメリカ研究科目群担当
人 …人間発達科学研究科目群担当
日 言

川村 肇 教授

人 日

教育学（日本教育史、生活指導論）
、
歴史学（日本思想史）

言語研究

言語学に関する書物をテーマにグルー
プ討論や教員との質疑を実施。言語とは
なんであるかを考えます。
パイワン族が習得した日本語の発話におけ
る変容について

近代日本人の形成過程の研究

近代日本人の私たちが、どのように確立され
てきたのかをさまざまな角度から検討していきます。
小学校国語教科書から考える平和教育 ─
「一つの花」の変遷をもとに─

金 秀晶 教授

総

民法

「民法」
・
「シネマと法」研究

生活に深く関わる民法を理解するととも
に、名作シネマの鑑賞から幅広い教養と
日本の法律を学びます。

安間 一雄 教授

言

英語学、外国語教育
コーパス言語研究

コンピュータで使用する言語であるコー
パスを用い、言語の用法や性質、その社
会的背景を探ります。
学術論文のアブストラクトにおける個人性
代用表現の使用

日

日本文学、日本歌謡史、日本音楽史
日本文化研究一考察と体験

日本文化に関する思想・学問に触れる
とともにフィールドワークを実施。さまざま
な文化を体験します。
花見考
下町とはなにか ─拡大する都市概念─

臼井 芳子 教授

言

英語教育、応用言語学
応用言語学・多言語共生研究

「言語と教育」
「言語と社会」
「言語と
文化」などの視点から、応用言語学・多
言語共生を研究します。
「隠れ帰国生」から見る、現代における社
会的帰国生像の実態

韓

ス グ

政治学（ラテンアメリカ政治論、南
北問題と平和・開発協力）
ラテンアメリカと国際社会

スペイン語を学ぶとともに、スペイン語
圏の文化や社会について多角的な視点か
ら理解を深めます。
チリと大震災 ─復興プロセスと防災への
取り組み─

岡村 圭子 教授

総 グ

社会学、異文化間コミュニケーショ
ン論、ローカルメディア論
グローバル化と地域社会・文化

グローバル化による地域社会の変化や
浮かび上がる問題点などを、調査実習を
交えて考察していきます。
ミクロネシア連邦チューク州における若年
層の自殺と社会変容

武信 彰 教授

教員や仲間との距離が深まる

安井 一郎 教授

中

中国言語文化研究（日本語母語話
者にとっての中国語学習）

学校教育を問い直す

中国の言語文化について掘り下げて考
え、日本と中国の言語・文化の対照研究
をめざします。
日中「舌打ち」の対照研究
中国人の “ 面子 ” について ─割り勘の観点から─

永田 小絵 准教授

中

韓国言語文化研究

日中双方向の翻訳者・通訳者をめざす
学生に向け、実践訓練を中心に専門性を
高めていきます。

文献やドラマなどから実践的な韓国語
を習得。韓国語のドラマや CM 制作、言
語文化の研究へと進めます。
映画ポスターの視覚的特徴における日韓
比較

呉 浩東 教授

自然言語処理、人工知能、情報システム
言葉と情報処理

人工知能技術や IoT（モノとインターネ
ット）
、言語処理技術のさまざまな分野へ
の応用を研究します。

IoT はサービス業に変革をもたらす− IoT 時

人 韓

比較教育

国や地域の文化から大きな影響を受ける
「教育」と「学校」
。それぞれの違いから、
教育を考えます。
韓国における代案学校の変遷と課題

小宮 秀陵 専任講師

韓

歴史学

韓国の歴史と文化

韓国の歴史や文化の中からテーマを決
め、現地への訪問や討論を行ないながら
掘り下げていきます。
世界の中のコリアンタウン比較

スペイン語とその文化

言語は文化事象の中心。スペイン語や
それを取り巻く歴史・文化を学び、興味
あるテーマを研究します。
スペイン語における呼称名詞の転換
国家主義を超える地域主義

野澤 聡 准教授

総

科学技術を多面的に読み解く
（科学技術社会論）

社会とともに変化し、地球全体にまで
影響を及ぼす科学技術を、多様な視点か
ら読み解きます。
経済学の誕生 ─アダム・スミスとスコット
ランド啓蒙

野原 ゆかり 准教授

言

日本語教育

日本語の再考と日本語教育

外国語として日本語を教えるときに必要
なルールを学び、日本語を使うこと、教え
ることを考察します。
外国語学習者の発音に対する自己評価
総

ギリシア学研究

民 法のほかにストーカー法や DV 法、
少年法など、家族に関わる法制度の一つ
を選択し、研究します。

城﨑 陽子 特任教授

日 言

和歌文学、近世思想史
日本文学研究
—「学ぶ」ことを学ぶ —

一千年を超える日本文学から日本人が
辿ってきた生活や習俗、思考を学び、考
察していきます。
人

認知科学、教育心理学
認知発達研究

認知科学、発達・教育・社会心理学などの代
表的な研究をもとに、実験・調査・観察を行います。

古典的教養の源泉である古代ギリシア
の歴史と文化を学び、国際社会で欠かせ
ない教養を身につけます。
アテナイ民主制とテセウス伝説 ─神話・
伝承の成立と変遷─

松岡 格 准教授

中 総

地域研究（中国語圏）
、文化人類学
中国語圏の文化・社会研究

香港や台湾、海外華僑、華人を含む
広い意味での中国語圏を研究テーマに、
文化・社会研究を進めます。
社会運動が政治に与えた影響：台湾と日本の比較

松原 裕 教授

人

スポーツ・コミュニケーション
スポーツを通じての人間形成を考える

広い意味でのスポーツによる人間形成
を考えることで、多角的なものの見方と考
え方を身につけます。

第 2 言語の学習が大学生の国イメージの
変容に及ぼす効果

グ

アメリカ研究

アメリカ研究―ポップなアメリカの
向こうにある「力」のアメリカ―

戦後、アメリカの占領により、アメリカが日本人
の心身にどのように染みこんできたのかを調べます。

20 世紀の偉大な黒人女性オーガナイザー ─
大衆を信じたエラ・ベイカーの目指したもの ─

依田 珠江

教授

総 人

環境と身体システム

国や文化、ライフステージごとに大きく
変化する環境による“ 刺激 ”を、生理学的
な視点から探ります。
色が短期記憶におよぼす影響
ラム ウィンカン

林 永 強 准教授

総

日本哲学

総

古川 堅治 教授

障害を持つ子どもの貧困の状況と対策に
ついての一考察

運動生理学、環境生理学

ス

古代ギリシア史
（アテナイ民主政、社会・
経済・財政史など）
、古典ギリシア語

家族法

田口 雅徳 教授

二宮 哲 教授

科学史、科学技術社会論

教育学（教育行政、比較教育）

齋藤 哲 教授

長編小説翻訳 韓寒著
『1988 僕はこの世界と話したい』

スペイン語学、スペイン語教育

総

小島 優生 教授

通訳翻訳の実践訓練

小学校から高校までの学校教育の問題や疑問
点を探り、学校とは何か、学ぶとは何かを考えます。

山本 英政 教授

スポーツとしてのスケートボード、文化とし
てのスケートボード

哲学と倫理学

哲学・倫理学的議論を通して人生に
必要な思考力や判断力、行動力を向上。
独自の思索を創出します。

和田 智 教授

国際教養学部
での4年間

人

教育学（教育課程論、特別活動論）

NEWS

人

野外教育・レジャー研究
レジャーとライフスタイル研究

スポーツやレクリエーションについて学び、地域
や個人にとって望ましいライフスタイルを考えます。
グリーンツーリズムにおける農家レストラン
の現状と展望

留学で培った語学力と人を巻き込む
積極性でグローバルに活躍したい
秋田 桃子

4年

YKK 株式会社 内定
千葉・専修大学松戸高等学校出身

短期留学での経験が

りましたが、なんとか最

スペイン語の苦手意識を一掃

後までやり遂げることが
できました。練習を重ね
た末に得た「準優勝」と

高校時代に英語を重点的に勉強し、英検準
「大学では英語だけでなく、別
1 級にも合格。

いう結果が自信につなが

の言語も学んでみたい」という気持ちが強くなり、

りました。

2 言語併習ができる言語文化学科を選びました。
スペイン語を選んだのは母語話者数が世界第 2

積極的に人前に立ち、

位と多く、将来性豊かだと考えたからです。

人を巻き込んで行動する

学びはじめた直後はスペイン語の動詞の活

年間で、積極性と人を巻き込む力が自然に

用の多さについていけず、苦手意識がありま

3 年次に再びスペインへ留学。上級クラス
に振り分けられて授業についていけず、苦労

就職先は長期海外赴任が前提のグローバ

最初はホストマザーから話しかけられても「は

しました。泣きながら先生に相談すると、
「自

ル企業。語学力とプレゼン力を評価してくだ

い」しか言えなかったのですが、あるとき「本

分で調べて発表できているから大丈夫」。そ

さったと感じています。大学で学んだことを

当に理解してる？ 間違ってもいいからどんど

こで一念発起し、授業の中でスペインの伝

糧に、将来は海外で活躍したいです。

んスペイン語で話しなさい」と言われ、目が

統文化を採り入れた模擬結婚式を提案。ク

理論物理学

覚める思いでした。以降はクラスメイトやホ

ラスメイトに新郎新婦役、付添人役などを

佐藤 勘治 教授

ストファミリーと積極的に話すようになり、語

演じてもらったところ、

学力が急速に向上。最終的にトップの成績

クラス内で 急に会 話

で短期留学を終えることができました。

や笑 顔が増え、 高い

東 孝博 教授

歴史学（南北アメリカ史）
、ラテンア
メリカ地域研究

沈 元燮 特任教授
韓国文学研究

瀬尾 悠希子 特任講師

日本語教育

毎年開催！ 新入生歓迎合宿

宿」。新入生は基本的に全員参加で、1 泊 2 日の日程でウォークラリーやゲーム
などを実施。毎年 6 月には、アリーナ（屋内）でフットサルなどの「スポーツ大会」
を開催しています。友人の輪が自然に広がるさまざまなイベントを企画しています。

備わっていきました。

した。そこで春休みに短期留学でスペインへ。

評価をいただきました。

2 年 次には数 百 人を前に英 語でプレゼ
ンテーションする「ビブリオバトル」に参加。

振り返ってみると人前

緊張感でセリフがとび、一瞬頭が真っ白にな

に立 つ 機 会 が 多 い 4

1 年次春休みに大学の短期留学制度を利用
して、スペイン・アリカンテ大学語学教育セ
ンターへ留学。スペイン語漬けの毎日でした。

関戸 冬彦 特任准教授

英語教育

横川 澄枝 特任教授

中国語教育

ロン 美香 特任准教授

卒業後の進路

英語教育

取得可能な資格免許

M. サンチェス 特任講師

■ 中学校教員免許（英語、社会）
（申請中）

スペイン語教育

2017 年度 卒業生の業種別就職状況
■ 司書

■ 高等学校教員免許（英語、地理歴史、公民）
（申請中） ■ 司書教諭

YKK

KYB

アルプス物流
双日マシナリー

アマダホールディングス
全日本空輸
大塚商会

マンダリンオリエンタル東京
都道府県職員

日本航空

エフピコ

第一生命保険

ミリアルリゾートホテルズ

市区町村職員

放送・通信・情報
サービス業
6.8%

ラクト・ジャパン
明治安田生命保険

日本郵便

建設・不動産業3.8％
製造業18.9%

日立システムズ

郵船ロジスティクス

そごう・西武

公務員・教員3.0%

サービス業他
28.0%

2017 年度 主な就職先（一部抜粋）

学生スタッフが中心となって企画している、言語文化学科の「新入生歓迎合

56

グ …グローバル社会研究科目群担当

中国語学、中国語教育

翻訳・通訳理論

民事訴訟法

浦部 浩之 教授

言 …言語教育研究科目群担当

韓国語教育、韓国語文法論、韓国
言語文化論

代のマーケティングとソリューションの提案−

飯島 一彦 教授

日 …日本研究科目群担当

卒業論文タイトル
（例）

総 …総合科学研究科目群担当

日本語学

新井 剛 教授

韓 …韓国研究科目群担当

教員の専門や研究テーマ

言語文化学 科

浅山 佳郎 教授

中 …中国研究研究科目群担当

ゼミナールテーマ
ゼミナール紹介

国際教養学部

教員・ゼミナール紹介／卒業論文（一部抜粋）

教員名

教員の専門や研究テーマ

運輸業
11.4%

金融・保険業
7.6%
卸・小売業20.5%
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