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 本冊では、2018 年度に開講される国際副専攻コース科目のシラバスのみを掲載して

いる。その他の全学共通科目及び専門教育科目は、当該のシラバスにて授業内容を確認

すること。 

なお、国際副専攻コースの履修方法については、「国際副専攻コースの手引」を参照

すること。



授業科目名 Foundation Seminar 科目種別 
国際副専攻コース

専門教育科目 
単位数 2 授業番号 V0001 

担当教員 
Ikuko Okamura, 

Lidia Sasaki 
開講時限 【前期】 水曜日 ５時限 

授業方針・テーマ 

習得できる知識・能力や

授業の目的・到達目標 

授業計画・内容 

授業方法 

授業外学習 

テキスト・参考書等

成績評価方法 

特記事項 

This course is a requirement for all students in the Global Education Program.  

The course takes a cross-disciplinary approach, introducing the diversities of cultures, 

societies, and natural environments of the world. 

The objective of this course is to develop a global perspective and a set of core academic 

skills in order to complete the Global Education Program. Students need to clarify the goals for 

study abroad and set concrete objectives that they would like to achieve throughout the 

program. Students are expected to read assignments, participate in class discussion and 

other group activities, write short essays, and make presentations.   

1 Multi-Cultural Context   

2 Academic skill(1)  

3 Academic skill(2)  

4 Inter-cultural Communication/Global Competence (1) 

5 Inter-cultural Communication/Global Competence (2) 

6 Cross-cultural Perspectives: USA  

7 Cross-cultural Perspectives: Asia   

8 Cross-cultural Perspectives: Asia  

9 Cross-cultural Perspectives :Oceania  

10 Cross-cultural Perspectives: Europe  

11 Cross-cultural Perspectives: Europe  

12 Group Presentation and discussion 

13 Individual Presentations (1)  

14 Individual Presentations (2)   

15 Conclusion   

【Assignments /before or after the classes】 

A. Reading Assignments

Read the assigned texts and summarize the main points of the reading.

Be prepared to discuss your own view on the theme and topics in the text.

B. Writing Assignments

1）Short Essays: Write a short essay on an assigned topic.

2) Short Summary of Presentation: Write a short summary of each presentation.

C. Individual Presentation & Group Presentation

Reading assignments and other supplementary readings will be announced in class. 

Attendance & Class Participation  30 % 

Presentation 40 % 

Writing Assignments 30 % 

【Assignments】 

A. Reading Assignments

Read the assigned texts and summarize the main points of the reading.

Be prepared to discuss your own view on the theme and topics in the text.

B. Writing Assignments

1）Short Essays: Write a short essay on an assigned topic.

2) Short Summary of Presentation: Write a short summary of each presentation.

C. Individual Presentation & Group Presentation

* This course is to be conducted in English with some Japanese when necessary.
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授業科目名 
Academic English in 

Natural Sciences Ⅰ 
科目種別 

国際副専攻コース

専門教育科目 
単位数 2 授業番号 V0002 

担当教員 Lidia Sasaki 開講時限 【前期】 木曜日 ５時限 

授業方針・テーマ 

習得できる知識・能力や

授業の目的・到達目標 

授業計画・内容 

授業方法 

授業外学習 

テキスト・参考書等

成績評価方法 

特記事項 

This is a required course for Natural Sciences students of the Global Education Program. 

The course is designed to assist students in achieving high scores on the Academic IELTS 

test and progressing from intermediate to upper intermediate level.  

In an interactive learning environment, students will have the opportunity to practice all 

language skills (listening, reading, writing and speaking), and develop integrated language 

abilities necessary for a qualifying score in the Academic IELTS test. A mock test at the end 

of the course and regular lecturer feedback will help students assess their progress and 

weak areas. 

The course will enable students to: 

   Expand vocabulary and master essential grammar 

   Build confidence in using appropriate English  

   Improve listening and reading comprehension 

   Improve academic writing skills 

   Improve fluency in speaking 

1. Introduction: IELTS examination features

2. Academic Speaking 1 (task 1)

3. Academic Reading 1 (reading strategies 1)

4. Academic Listening 1 (tasks 1, 2)

5. Academic Writing 1 (task 1: information comprehension)

6. Academic Listening 2 (tasks 3,4)

7. Academic Writing 2 (task 2: arguments, discussion)

8. Academic Speaking 2 (task 2: explanation, description)

9. Academic Reading 2 (reading strategies 2)

10. Academic Listening (3,4) and Writing (2) practice

11. Academic Writing (2) and Speaking (3) practice

12. Mock test : Listening and Reading sections

13. Test results, review, recommendations

14. Mock test: Writing and Speaking sections

15. Test results, review, recommendations

Conclusions

<Cambridge IELTS 9> Cambridge University Press 2013 

Attendance & Class Participation 20% 

Writing Assignments 20%  

Quizzes 20%  

Final Exam 40% 

Students are expected to complete reading and writing assignments and other practice tasks 

and to participate in group activities and class discussion. 

Office hours: Thursdays 10:00-12:00 (by appointment only) 

e-mail: lisasaki@tmu.ac.jp
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授業科目名 
Academic English in 

Humanities and Social 

SciencesⅠ 
科目種別 

国際副専攻コース

専門教育科目 
単位数 2 授業番号 V0003 

担当教員 Lidia Sasaki 開講時限 【前期】 木曜日 ５時限 

授業方針・テーマ 

習得できる知識・能力や

授業の目的・到達目標 

授業計画・内容 

授業方法 

授業外学習 

テキスト・参考書等

成績評価方法 

特記事項 

This is a required course for Humanities and Social Sciences students of the Global 

Education Program. The course is designed to assist students in achieving high scores of the 

Academic IELTS test and progressing from intermediate to upper intermediate level.  

In an interactive learning environment, students will have the opportunity to practice all 

language skills (listening, reading, writing and speaking), and develop integrated language 

abilities necessary for a qualifying score in the Academic IELTS test. A mock test at the end 

of the course and regular lecturer feedback will help students assess their progress and 

weak areas. 

The course will enable students to: 

   Expand vocabulary and master essential grammar 

   Build confidence in using appropriate English  

   Improve listening and reading comprehension 

   Improve academic writing skills 

   Improve fluency in speaking 

1. Introduction: IELTS examination features

2. Academic Speaking 1 (task 1)

3. Academic Reading 1 (reading strategies 1)

4. Academic Listening 1 (tasks 1, 2)

5. Academic Writing 1 (task 1: information comprehension)

6. Academic Listening 2 (tasks 3, 4)

7. Academic Writing 2 (task 2: arguments, discussion)

8. Academic Speaking 2 (task 2: explanation, description)

9. Academic Reading 2 (reading strategies 2)

10. Academic Listening (3, 4) and Writing (2) practice

11. Academic Writing (2) and Speaking (3) practice

12. Mock test: Listening and Reading sections

13. Test results, review, recommendations

14. Mock test: Writing and Speaking sections

15. Test results, review, recommendations

Conclusions

<Cambridge IELTS 9> Cambridge University Press 2013 

Attendance & Class Participation 20% 

Writing Assignments 20%  

Quizzes 20%  

Final Exam 40% 

Students are expected to complete reading and writing assignments and other practice tasks 

and to participate in group activities and class discussion. 

Office hours: Thursdays 10:00-12:00 (by appointment only) 

e-mail: lisasaki@tmu.ac.jp
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授業科目名 
Academic English in 

Natural Sciences Ⅱ 
科目種別 

国際副専攻コース

専門教育科目 
単位数 2 授業番号 V0004 

担当教員 Lidia Sasaki 開講時限 【後期】 木曜日 ５時限 

授業方針・テーマ 

習得できる知識・能力や

授業の目的・到達目標 

授業計画・内容 

授業方法 

授業外学習 

テキスト・参考書等

成績評価方法 

特記事項 

This is a required course for Natural Sciences students of the Global Education Program. 

The major aim of this course is to develop integrated language abilities relevant to the 

students' field of study, as well as other core academic skills needed for the successful 

completion of the program. The course has a strong focus on independent learning skills in 

order to maximize students’ academic potential. In an interactive learning format, students will 

have the opportunity to practice all skills and build confidence in using appropriate academic 

English. 

Based on the abilities acquired during the first semester, in the second semester the course 

will mainly focus on scientific content lectures, seminar discussion, debate and presentations 

etc., progressing from upper intermediate to advanced level. 

Students will be able to: 

Gain familiarity with logical thinking, the scientific and systems approach in science 

Master academic vocabulary in their field of study 

Master discussion, debating and presentation skills 

Develop core academic study and research skills 

Understand various academic approaches  

1. Introduction: Academic and Language skills for studying abroad

2. Unit 1:  Gender Equality

3. Unit 2:  A Thisty World

4. Unit 3:  Nuclear Power

5. Unit 4:  Free Trade

6. Unit 5:  Online Retailing

7. Unit 6:  Online Addiction

8. Unit 7:  Marriage around the World

9. Unit 8:  Fished Out

10. Unit 9:  Renewable Energy

11. Unit 10: Inequality in a Richer World

12. Unit 11: The Office of the Future

13. Unit 12: Social Media

14. Student presentations

15. Conclusions and recommendations

Browne C, Culligan B, Phillips J (2014): 

In Focus (Student's Book 3) 

Cambridge University Press 

Attendance & Class Participation 40% 

Writing Assignments 20% 

Final Presentation 40% 

Students are expected to complete reading and writing assignments, to actively participate in 

group activities and class discussion and to prepare and deliver a final presentation on a topic 

of their choice. 

Office hours: Thursdays 10:00-12:00 (by appointment only) 

e-mail: lisasaki@tmu.ac.jp
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授業科目名 
Academic English in 

Humanities and Social 

Sciences Ⅱ 
科目種別 

国際副専攻コース

専門教育科目 
単位数 2 授業番号 V0005 

担当教員 Lidia Sasaki 開講時限 【後期】 木曜日 ５時限 

授業方針・テーマ 

習得できる知識・能力や

授業の目的・到達目標 

授業計画・内容 

授業方法 

授業外学習 

テキスト・参考書等

成績評価方法 

特記事項 

This is a required course for Humanities and Social Sciences students of the Global 

Education Program. The major aim of this course is to develop integrated language abilities 

relevant to the students' field of study, as well as other core academic skills needed for the 

successful completion of the program. The course has a strong focus on independent learning 

skills in order to maximize students’ academic potential. In an interactive learning format, 

students will have the opportunity to practice all skills and build confidence in using 

appropriate academic English. 

Based on the abilities acquired during the first semester, in the second semester the course 

will mainly focus on scientific content lectures, seminar discussion, debate and presentations 

etc., progressing from upper intermediate to advanced level. 

Students will be able to: 

Gain familiarity with logical thinking, the scientific and systems approach in science 

Master academic vocabulary in their field of study 

Master discussion, debating and presentation skills 

Develop core academic study and research skills 

Understand various academic approaches 

1. Introduction: Academic and Language skills for studying abroad

2. Unit 1:  Gender Equality

3. Unit 2:  A Thisty World

4. Unit 3:  Nuclear Power

5. Unit 4:  Free Trade

6. Unit 5:  Online Retailing

7. Unit 6:  Online Addiction

8. Unit 7:  Marriage around the World

9. Unit 8:  Fished Out

10. Unit 9:  Renewable Energy

11. Unit 10: Inequality in a Richer World

12. Unit 11: The Office of the Future

13. Unit 12: Social Media

14. Student presentations

15. Conclusions and recommendations

Browne C, Culligan B, Phillips J (2014): 

In Focus (Student's Book 3) 

Cambridge University Press 

Attendance & Class Participation 40% 

Writing Assignments 20% 

Final Presentation 40% 

Students are expected to complete reading and writing assignments, to actively participate in 

group activities and class discussion and to prepare and deliver a final presentation on a topic 

of their choice. 

Office hours: Thursdays 10:00-12:00 (by appointment only) 

e-mail: lisasaki@tmu.ac.jp
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授業科目名 
Academic Writing 
Seminar in Natural 

Sciences 
科目種別 

国際副専攻コース

専門教育科目 
単位数 2 授業番号 V0006 

担当教員 Richard J. Burrows 開講時限 夏期集中 

授業方針・テーマ 

 

 

 

 

習得できる知識・能力や

授業の目的・到達目標 

 

 

 

 

授業計画・内容 

授業方法 

授業外学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト・参考書等 

 

成績評価方法 

 

 

 

特記事項 

 

The purpose of the course is to develop students’ academic writing and reading skills with a 

view towards improving their TOEFL and/or IELTS scores. Students’ will learn principles and 

techniques of academic writing, and vocabulary expansion will also be emphasized. There will 

be several writing assignments. 

 

Students will be able to read and discuss an article or essay of current interest and use it as a 

springboard for a writing assignment. Students will also be able to plan and appropriately 

organize an academic paper. Students will expand their vocabulary size to improve their 

command of academic English expressions. 

 

1-2. Idea generation; beginning the writing process. Learning about drafts. Considering 

audience and purpose. Getting feedback. 

 

3-5. Invention techniques and prewriting. Choosing a topic based on a reading. IELTS 

practice. More work on audience and purpose. 

 

6-7. Writing the first draft. IELTS practice. Polishing the first draft. Formatting an essay. 

 

8-10.  Peer feedback and responding to an essay. Thesis statements and topic 

sentences. 

 

11-13.  Analyzing main ideas. Peer response and self-analysis. Developing and shaping 

ideas. Using personal experiences. 

 

14-15.  Essay organization. Arranging supporting material. Practicing taking essay exams. 

 

Materials will be brought in by the instructor. 

 

Class attendance and participation. 

Writing assignments. 

Vocabulary Quizzes 

 

Writing assignments will usually be done as homework at the beginning of the course, but 

timed essays will be introduced later in order to replicate exam conditions 
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授業科目名 
Academic Writing 

Seminar Humanities and 
Social Sciences 

科目種別 
国際副専攻コース

専門教育科目 
単位数 2 授業番号 V0007 

担当教員 Richard J. Burrows 開講時限 夏期集中 

授業方針・テーマ 

習得できる知識・能力や

授業の目的・到達目標 

授業計画・内容 

授業方法 

授業外学習 

テキスト・参考書等

成績評価方法 

特記事項 

The purpose of the course is to develop students’ academic writing and reading skills with a 

view towards improving their TOEFL and/or IELTS scores. Students’ will learn principles and 

techniques of academic writing, and vocabulary expansion will also be emphasized. There will 

be several writing assignments. 

Students will be able to read and discuss an article or essay of current interest and use it as a 

springboard for a writing assignment. Students will also be able to plan and appropriately 

organize an academic paper. Students will expand their vocabulary size to improve their 

command of academic English expressions. 

1-2. Idea generation; beginning the writing process. Learning about drafts. Considering 

audience and purpose. Getting feedback. 

3-5. Invention techniques and prewriting. Choosing a topic based on a reading. IELTS 

practice. More work on audience and purpose. 

6-7. Writing the first draft. IELTS practice. Polishing the first draft. Formatting an essay. 

8-10. Peer feedback and responding to an essay. Thesis statements and topic 

sentences.

11-13. Analyzing main ideas. Peer response and self-analysis. Developing and shaping 

ideas. Using personal experiences. 

14-15. Essay organization. Arranging supporting material. Practicing taking essay exams. 

Materials will be brought in by the instructor. 

Class attendance and participation. 

Writing assignments. 

Vocabulary Quizzes 

Writing assignments will usually be done as homework at the beginning of the course, but 

timed essays will be introduced later in order to replicate exam conditions 
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授業科目名 
Academic Writing in 
Natural Sciences I 

科目種別 
国際副専攻コース

専門教育科目 
単位数 2 授業番号 V0008 

担当教員 Graham Skerritt 開講時限 【後期】 金曜日 ５時限 

授業方針・テーマ 

習得できる知識・能力や

授業の目的・到達目標 

授業計画・内容 

授業方法 

授業外学習 

テキスト・参考書等

成績評価方法 

特記事項 

Students will be introduced to academic writing and encouraged to develop their writing skills 

with a view towards improving their TOEFL and/or IELTS scores and preparing them for 

successful study abroad. 

Students will learn how to structure a five-paragraph essay and look at how to use research to 

strengthen their arguments. Students will also get guidance and support on how to write in an 

academic style. 

Class schedule 

• Lesson 1: Getting ready to write

• Lesson 2: Writing a paragraph

• Lesson 3: Writing a coherent paragraph

• Lesson 4: Editing a paragraph

• Lesson 5: Essay structure

• Lesson 6: Body paragraphs

• Lesson 7: Introductions

• Lesson 8: Conclusions

• Lesson 9: Peer review of Essay #1

• Lesson 10: Editing Essay #1

• Lesson 11: Research essays

• Lesson 12: Citing sources and referencing

• Lesson 13: Building supporting arguments

• Lesson 14: Peer review of Essay #2

• Lesson 15: Editing Essay #2

Method 

Classes will include presentation of key information, speaking and writing activities, and peer 

review of each other’s work. Students will be asked to write two 500-word essays for 

homework. 

Assignments 

• Paragraph

• Essay #1: A five-paragraph essay

• Essay #2: A research essay

Students need to buy this book and bring it to the first class: 

Academic Writing Skills 1 Student’s Book by Peter Chin, Yusa Koizumi, Samuel Reid, Sean 

Wray, and Yoko Yamazaki (Cambridge University Press, 2012). ISBN: 978-1-107-63622-4. 

Cost: ¥2,800. 

• Attendance and participation = 25%

• Paragraph = 25%

• Essay #1 = 25%

• Essay #2 = 25%

This syllabus is the plan for the course. The content of the course may change depending on 

students’ needs. 
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授業科目名 
Academic Writing in 

Humanities and Social 
Sciences I 

科目種別 
国際副専攻コース

専門教育科目 
単位数 2 授業番号 V0009 

担当教員 Graham Skerritt 開講時限 【後期】 金曜日 ５時限 

授業方針・テーマ 

習得できる知識・能力や

授業の目的・到達目標 

授業計画・内容 

授業方法 

授業外学習 

テキスト・参考書等

成績評価方法 

特記事項 

Students will be introduced to academic writing and encouraged to develop their writing skills 

with a view towards improving their TOEFL and/or IELTS scores and preparing them for 

successful study abroad. 

Students will learn how to structure a five-paragraph essay and look at how to use research to 

strengthen their arguments. Students will also get guidance and support on how to write in an 

academic style. 

Class schedule 

• Lesson 1: Getting ready to write

• Lesson 2: Writing a paragraph

• Lesson 3: Writing a coherent paragraph

• Lesson 4: Editing a paragraph

• Lesson 5: Essay structure

• Lesson 6: Body paragraphs

• Lesson 7: Introductions

• Lesson 8: Conclusions

• Lesson 9: Peer review of Essay #1

• Lesson 10: Editing Essay #1

• Lesson 11: Research essays

• Lesson 12: Citing sources and referencing

• Lesson 13: Building supporting arguments

• Lesson 14: Peer review of Essay #2

• Lesson 15: Editing Essay #2

Method 

Classes will include presentation of key information, speaking and writing activities, and peer 

review of each other’s work. Students will be asked to write two 500-word essays for 

homework. 

Assignments 

• Paragraph

• Essay #1: A five-paragraph essay

• Essay #2: A research essay

Students need to buy this book and bring it to the first class: 

Academic Writing Skills 1 Student’s Book by Peter Chin, Yusa Koizumi, Samuel Reid, Sean 

Wray, and Yoko Yamazaki (Cambridge University Press, 2012). ISBN: 978-1-107-63622-4. 

Cost: ¥2,800. 

• Attendance and participation = 25%

• Paragraph = 25%

• Essay #1 = 25%

• Essay #2 = 25%

This syllabus is the plan for the course. The content of the course may change depending on 

students’ needs. 
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授業科目名 
Academic Writing in 
Natural Sciences II 

科目種別 
国際副専攻コース

専門教育科目 
単位数 2 授業番号 V0010 

担当教員 Graham Skerritt 開講時限 【前期】 金曜日 ５時限 

授業方針・テーマ 

 

 

 

習得できる知識・能力や

授業の目的・到達目標 

 

 

 

授業計画・内容 

授業方法 

授業外学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト・参考書等 

 

 

 

 

 

成績評価方法 

 

 

 

 

特記事項 

 

Students will continue to develop their academic writing skills and vocabulary knowledge in 

English with a view toward improving their TOEFL and/or IELTS scores and preparing them for 

successful study abroad. 

 

Students will learn how to write three different kinds of essay: an expository essay, an 

argumentative essay, and a compare and contrast essay. Students will also get guidance and 

support on how to write in an academic style. 

 

Class schedule 

Lesson 1: Essay structure and introductory paragraphs 

Lesson 2: Body paragraphs, concluding paragraphs and outlining 

Lesson 3: Peer review of Essay #1 

Lesson 4: Editing Essay #1 

Lesson 5: Introduction to research and citation  

Lesson 6: In-text citation and the Works Cited list 

Lesson 7: Developing arguments 

Lesson 8: Organizing argumentative essays 

Lesson 9: Counter arguments and rebuttals 

Lesson 10: Peer review of Essay #2 

Lesson 11: Editing Essay #2 

Lesson 12: Compare and contrast essay structure 

Lesson 13: Describing similarities and differences 

Lesson 14: Peer review of Essay #3 

Lesson 15: Editing Essay #3 

 

Method 

Classes will include presentation of key information, speaking and writing activities, and peer 

review of each other’s work. Students will be asked to write three 500-word essays for 

homework. 

 

Assignments 

• Essay #1: An expository essay 

• Essay #2: An argumentative essay 

• Essay #3: A compare and contrast essay 

 

Students need to buy this book and bring it to the first class: 

 

Academic Writing Skills 2 Student’s Book by Peter Chin, Samuel Reid, Sean Wray, and Yoko 

Yamazaki (Cambridge University Press, 2012). ISBN: 978-1-107-62109-1. Cost: ¥2,800. 

 

 

• Attendance and participation = 25% 

• Essay #1 = 25% 

• Essay #2 = 25% 

• Essay #3 = 25% 

 

This syllabus is the plan for the course. The content of the course may change depending on 

students’ needs. 
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授業科目名 
Academic Writing in 

Humanities and Social 
Sciences II 

科目種別 
国際副専攻コース

専門教育科目 
単位数 2 授業番号 V0011 

担当教員 Graham Skerritt 開講時限 【前期】 金曜日 ５時限 

授業方針・テーマ 

 

 

習得できる知識・能力や

授業の目的・到達目標 

 

 

授業計画・内容 

授業方法 

授業外学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト・参考書等 

 

 

 

 

 

成績評価方法 

 

 

 

 

特記事項 

 

Students will continue to develop their academic writing skills with a view toward improving 

their TOEFL and/or IELTS scores and preparing them for successful study abroad. 

 

Students will learn how to write three different kinds of essay: an expository essay, an 

argumentative essay, and a compare and contrast essay. Students will also get guidance and 

support on how to write in an academic style. 

 

Class schedule 

Lesson 1: Essay structure and introductory paragraphs 

Lesson 2: Body paragraphs, concluding paragraphs and outlining 

Lesson 3: Peer review of Essay #1 

Lesson 4: Editing Essay #1 

Lesson 5: Introduction to research and citation  

Lesson 6: In-text citation and the Works Cited list 

Lesson 7: Developing arguments 

Lesson 8: Organizing argumentative essays 

Lesson 9: Counter arguments and rebuttals 

Lesson 10: Peer review of Essay #2 

Lesson 11: Editing Essay #2 

Lesson 12: Compare and contrast essay structure 

Lesson 13: Describing similarities and differences 

Lesson 14: Peer review of Essay #3 

Lesson 15: Editing Essay #3 

 

Method 

Classes will include presentation of key information, speaking and writing activities, and peer 

review of each other’s work. Students will be asked to write three 500-word essays for 

homework. 

 

Assignments 

• Essay #1: An expository essay 

• Essay #2: An argumentative essay 

• Essay #3: A compare and contrast essay 

 

Students need to buy this book and bring it to the first class: 

 

Academic Writing Skills 2 Student’s Book by Peter Chin, Samuel Reid, Sean Wray, and Yoko 

Yamazaki (Cambridge University Press, 2012). ISBN: 978-1-107-62109-1. Cost: ¥2,800. 

 

• Attendance and participation = 25% 

• Essay #1 = 25% 

• Essay #2 = 25% 

• Essay #3 = 25% 

 

This syllabus is the plan for the course. The content of the course may change depending on 

students’ needs. 
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授業科目名 Globalization and Japan 科目種別 
国際副専攻コース

専門教育科目 
単位数 2 授業番号 V0012 

担当教員 
Ikuko Okamura, Shizu 

Koyanagi, Lidia Sasaki 
開講時限 【前期】 水曜日 ６時限 

授業方針・テーマ 

 

 

 

   

 

習得できる知識・能力や

授業の目的・到達目標 

 

 

授業計画・内容 

授業方法 

授業外学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト・参考書等 

 

成績評価方法 

 

 

 

特記事項 

 

The main purpose of this course is to encourage students of Global Education Program to 

develop a global perspective and a sense of global citizenship. The series of lectures 

delivered in omnibus format by the faculty of TMU and guest speakers will provide students 

opportunities to expose themselves to various ideas and approaches in different fields of 

research. 

 

 

Students will master different approaches from various fields of research, analyze 

contemporary issues from a global perspective, and discuss solutions and prospects for the 

future, as potential leaders in their respective fields.      

 

1 Introduction~ Japan in the Age of Globalization (1)  

2 Environmental Issues in Global Perspective (1)  

3 Environmental Issues in Global Perspective (2)   

4 Environmental Issues in Global Perspective (3)  

5 Japan in the Age of Globalization (2)  

6 Japan in the Age of Globalization (3)  

7 Issues the TMU international students have and their solutions  

8 Intercultural conflict in the multicultural business environment   

9 Japanese Language Education in the Age of Globalization  

10 Sojourners, Immigrants and Ethnic Diversity in Japan and Globalizing World (1)  

11 Sojourners, Immigrants and Ethnic Diversity in Japan and Globalizing World (2)  

12 Sojourners, Immigrants and Ethnic Diversity in Japan and Globalizing World (3)  

13 Group or Individual Presentations (1)  

14 Group or Individual Presentations (2)  

15 Conclusion 

 

A. Reading Assignments  

  Read the assigned texts and summarize the main points of the reading.  

  Be prepared to discuss your own view on the theme and topics in the text.  

 

B. Writing Assignments  

  1）Short Essays: Write a short essay on an assigned topic.   

  2) Short Summary of Presentation: Write a short summary of each presentation. 

 

 

Reading assignments and other supplementary readings will be announced in class. 

 

Class Participation  (Attendance, Discussion, and Group Work)  40% 

Presentation  30% 

Final Report  30% 

 

* This course is to be conducted in English with some Japanese when necessary. 

Office hour: Tuesday 15:00-16:00 

*Please make an appointment by the e-mail: iokamura@tmu.ac.jp 
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授業科目名 

Special Discussion 

Seminar in Natural 

Sciences 

科目種別 
国際副専攻コース

専門教育科目 
単位数 2 授業番号 V0013 

担当教員 Lidia Sasaki 開講時限 【前期】 水曜日 ４時限 

授業方針・テーマ 

習得できる知識・能力や

授業の目的・到達目標 

授業計画・内容 

授業方法 

授業外学習 

テキスト・参考書等

成績評価方法 

特記事項 

This course gives students opportunities to explore various types of approaches in the fields 

of natural sciences and analyze issues and themes in these fields in order to engage in 

academic discussions in seminar style classes. 

The objective of this course is to develop academic skills for critical analyses, discussions and 

presentations. Students are expected to read assignments before each class, actively 

participate in class discussion and group projects, make presentations and write short reports. 

While the course covers various topics and issues in the fields of natural sciences, students 

are advised to pursue their academic interests in their fields of specialization. 

Week 1 Introduction 

Week 2 Introductory Seminar: Academic Skills 1 

Week 3 Introductory Seminar: Academic Skills 2 

Week 4 Global Environmental Issues 1 

Week 5 Global Environmental Issues 2 

Week 6 Global Environmental Issues 3 

Week 7 Global Environmental Issues 4 

Week 8 Contemporary Society in Global Perspective 1 

Week 9 Contemporary Society in Global Perspective 2 

Week 10  Contemporary Society in Global Perspective 3 

Week 11  Contemporary Society in Global Perspective 4 

Week 12  Discussion Session   

Week 13  Individual Presentations  1   

Week 14  Individual Presentations  2   

Week 15  Summary /Conclusions   

Reading assignments will be announced in class. 

Attendance & Class Participation 30 % 

Short Report 30 % 

Individual Project  (Final Report and Individual Presentation ) 40 % 

【Assignments】 

A. Reading Assignments

Read the assigned texts and summarize the main points of the reading.

  Be prepared to discuss your own view on the theme and topics in the text. 

B. Writing Assignments

1) Short Report

Write short essays on specific topics which are relevant to the topic, including your

own analysis.

2) Final Report

Work on a specific topic that is relevant to the themes discussed in this course.

Office hours: Thursdays 10:00-12:00 (by appointment only) 

e-mail: lisasaki@tmu.ac.jp
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授業科目名 
Special Discussion 
Seminar in Humanities 
and Social Sciences 

科目種別 
国際副専攻コース

専門教育科目 
単位数 2 授業番号 V0014 

担当教員 Lidia Sasaki 開講時限 【前期】 水曜日 ４時限 

授業方針・テーマ 

 

 

 

習得できる知識・能力や

授業の目的・到達目標 

 

 

 

 

授業計画・内容 

授業方法 

授業外学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト・参考書等 

 

成績評価方法 

 

 

 

特記事項 

 

This course gives students opportunities to explore various types of approaches in the fields 

of social sciences and analyze issues and themes in these fields in order to engage in 

academic discussions in seminar style classes.   

 

The objective of this course is to develop academic skills for critical analyses, discussions, 

and presentations. Students are expected to read assignments before each class, actively 

participate in class discussion and group projects, make presentations, and write short 

reports. While the course covers various topics and issues in the fields of social sciences, 

students are advised to pursue their academic interests in the fields of specialization. 

 

Week 1   Introduction                                       

Week 2   Introductory Seminar: Academic Skills 1   

Week 3   Introductory Seminar: Academic Skills 2                   

Week 4   Global Environmental Issues 1   

Week 5   Global Environmental Issues 2          

Week 6   Global Environmental Issues 3            

Week 7   Global Environmental Issues 4            

Week 8   Contemporary Society in Global Perspective 1                    

Week 9   Contemporary Society in Global Perspective 2                

Week 10  Contemporary Society in Global Perspective 3       

Week 11  Contemporary Society in Global Perspective 4        

Week 12  Discussion Session                                                       

Week 13  Individual Presentation  1                   

Week 14  Individual Presentation  2                    

Week 15  Summary / Conclusions                         

 

Reading assignments will be announced in class. 

 

Attendance & Class Participation                30 % 

Short Report                                    30 %   

Individual Project  (Final Report and Individual Presentation )  40 % 

 

【Assignments】 

A. Reading Assignments  

   Read the assigned texts and summarize the main points of the reading.  

   Be prepared to discuss your own view on the theme and topics in the text.  

B. Writing Assignments  

1) Short Report  

Write short essays on specific topics that are relevant to the themes of the week with your own 

analysis.  

2) Final Report 

Work on a specific topic that is relevant to the themes discussed in this course.   
 
Office hours: Thursdays 10:00-12:00 (by appointment only) 

e-mail: lisasaki@tmu.ac.jp 
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授業科目名 Advanced Seminar 科目種別 
国際副専攻コース

専門教育科目 
単位数 2 授業番号 V0015 

担当教員 
Lidia Sasaki, Ikuko 

Okamura 
開講時限 特別申請科目 

授業方針・テーマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

習得できる知識・能力や

授業の目的・到達目標 

 

 

 

 

授業計画・内容 

授業方法 

授業外学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト・参考書等 

 

 

 

成績評価方法 

 

 

 

特記事項 

 

This is a required course for students of the Global Education Program (3rd year or above, 

upon completion of their study abroad year). Offered in an intensive format during the 

spring/summer break, this is a seminar style class, based on students’ presentations and 

interactive discussion. 

It offers students the opportunity to reflect on their study abroad experiences and compile the 

final report, while also providing an interactive environment for students to clarify their career 

goals and explore suitable career paths. 

 

Drawing upon their study abroad experiences, students are expected to demonstrate their 

ability to analyze contemporary issues in their respective fields from a global perspective, 

discuss potential solutions and prospects and apply academic skills and research approaches 

honed during their year abroad to finalize their individual project.  

 

1. Class introduction 

2. Overview: Academic skills 1 

3. Overview: Academic skills 2 

4. Report planning (outline; peer feedback) 

6. Group work 1 

7. Presentation outline; peer feedback 

8. Group work 2 

9. Report draft; lecturer feedback 

10. Discussion 1 Career goals 

11. Finalize report  

12. Discussion 2 Career prospects 

13. Individual presentations and discussion 1 

14. Individual presentations and discussion 2 

15. Summary and conclusions  

*Depending on the number of students enrolled, the structure /schedule of the course is 

subject to change.         

 

Reading assignments will be announced in class and handouts will be provided by the 

lecturer. 

 

Attendance and class participation     40%  

Individual Presentation                20% 

Final Report                         40% 

 

The course will be conducted in English with some Japanese when necessary. 

*1 research topic  will be assigned at the start of the study-abroad year, (upon consultation 

with department and GEP faculty):  

either a general topic – major social/economic/environmental/cultural issue characteristic for 

the country where the student will be studying OR a specialized topic (in the students’ field of 

study) 

Students need to demonstrate analytical skills, comparative research skills, mastery of 

suitable research approaches 
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授業科目名 
Advanced Academic 
Writing 

科目種別 
国際副専攻コース

専門教育科目 
単位数 2 授業番号 V0016 

担当教員 Graham Skerritt 開講時限 【後期】 金曜日 ６時限 

授業方針・テーマ 

 

 

 

習得できる知識・能力や

授業の目的・到達目標 

 

授業計画・内容 

授業方法 

授業外学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト・参考書等 

 

 

 

 

 

成績評価方法 

 

 

特記事項 

 

Students will learn advanced academic writing skills with a view toward improving their 

TOEFL and/or IELTS scores. 

 

Students will learn how to write a longer essay, how to use critical thinking skills in researching 

and planning their essays, and how to apply advanced academic writing skills in their work. 

 

Class schedule 

Lesson 1 Choosing a topic 

Lesson 2 Doing research 

Lesson 3 Planning the essay 

Lesson 4 Body paragraphs 

Lesson 5 Using sources 

Lesson 6 Citing sources 

Lesson 7 Logical fallacies 

Lesson 8 Peer review of 1st part of essay 

Lesson 9 Hedging and intensifying 

Lesson 10 Academic sentence styles 

Lesson 11 Introductory paragraphs 

Lesson 12 Concluding paragraphs 

Lesson 13 Reference lists 

Lesson 14 Peer review of essay 

Lesson 15 Editing essay 

 

Method 

Classes will include presentation of key information, speaking and writing activities, and peer 

review of each other’s work. Students will be asked to write one 1,500-word essay for 

homework. They will work on this gradually every week. 

 

Assignments 

• Essay 

 

Students need to buy this book and bring it to the first class: 

 

Academic Writing Skills 3 Student’s Book by Peter Chin, Samuel Reid, Sean Wray, and Yoko 

Yamazaki (Cambridge University Press, 2013). ISBN: 978-1-107-61193-1. Cost: ¥2,800. 

 

• Attendance and participation = 40% 

• Essay = 60% 

 

This syllabus is the plan for the course. The content of the course may change depending on 

students’ needs.   
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授業科目名 Internship 科目種別 
国際副専攻コース

専門教育科目 
単位数 2 授業番号 V0017 

担当教員 岡村 郁子 開講時限 特別申請科目 

授業方針・テーマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

習得できる知識・能力や

授業の目的・到達目標 

 

 

 

授業計画・内容 

授業方法 

授業外学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト・参考書等 

 

 

成績評価方法 

 

 

特記事項 

 

本学の国際副専攻コースは、グローバル化する社会における確かなコミュニケ―ション力や、多

様な文化に適応可能な実行力を身に付けるための教育を通して、国際的な視野を持ち国際社会の

第一線でリーダーシップを発揮して活躍できる人材を育成することを目的としている。これに鑑み本

授業では、本学あるいは海外留学先大学において履修した授業を通して得た知識やスキルを活か

し、国際的な場面での就労経験を積むことで、将来国際社会で活躍するグローバル人材としての素

養をさらに高めることを目指す。 

 

・国際的キャリアを目指す広い視野の形成 

・講義だけでは得られにくい社会人としてのマナーや素養の修得 

・国際社会で働くためのコミュニケーション能力やスキルの向上 

 

 

・国際的な就労経験が可能な組織で 60 時間以上の実習を行うこと。また、研修前および研修後に

本学にて実施するオリエンテーションに必ず参加すること。 

・研修先については、以下の 3項目のいずれかとする。 

① 授業担当教員の助言を受け、学生が自ら研修先（国際機関の海外ないし国内事務所、国際交

流に関連する民間企業・官公庁・研究機関・NPO／NGO法人等）を確保する。 

② 本学が実施する海外インターンシッププログラムに参加する（費用は参加学生の負担とする。一

部奨学金付与のあるプログラムがある。） 

③ 国際副専攻コースの必修である海外留学期間中に、インターンシッププログラムに参加する（交

換留学先で参加が認められる場合に限る。ただし、取得した単位を「海外留学単位認定科目」として

認定した場合、インターンシップ科目としての単位認定は行わないので、注意すること。） 

 

特に定めない。 

 

実習レポート、作業日誌あるいはこれに準ずる書類により判定する。 

研修前および研修後のオリエンテーションへの参加は必須である。 

 

・本科目の履修を希望する者は、まず担当教員へ研修先についての相談を行うこと。 

・本科目は特別申請科目である。通常の履修申請時期に限らず、上記にしたがって研修先を決定し

た後に、国際課にて履修申請を行うこと。 

＊オフィスアワーは毎週火曜日の 15時から 16時。その他随時相談を受け付けるので、以下のメー

ルにて予約をとってください。 

iokamura@tmu.ac.jp 
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授業科目名 国際教育論Ｉ 科目種別 
国際副専攻コース

部局提供科目 
単位数 2 授業番号 F1271 

担当教員 野元 弘幸 開講時限 【前期】 水曜日 ３時限 

授業方針・テーマ 

 

 

 

 

 

 

習得できる知識・能力や

授業の目的・到達目標 

 

 

授業計画・内容 

授業方法 

授業外学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト・参考書等 

 

 

 

 

 

 

 

成績評価方法 

 

 

特記事項 

 

 現代社会のグローバル化に伴い生まれる課題を解決して、人間らしい暮らしを実現するためには

どのような学習が求められるのか、また、その際に、社会教育や学校教育はどのような役割を果た

しうるのか、とりわけ、現在、急増する外国人住民が抱える課題に注目し、地域における日本語教

育のあり方、多民族・多文化共生の地域づくりと社会教育、外国人児童・生徒の教育保障などをテ

ーマに授業を展開する。 

 

 

現代社会のグローバル化に伴い、地域でどのような社会・経済的課題が生じつつあるかを知り、

それらの課題解決に関わる社会教育関連の具体的実践事例の分析を通じて、人間解放の教育理

論と実践に対する理解を深めることを到達目標とする。 

 

【授業内容・方法】 

 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災関連をめぐる社会教育の課題について検討すること

を導入として、外国人住民の暮らしや地域における共生の課題を社会学的・経済学的視点も考慮し

ながら確認したのち、共生のための教育の基本課題を学校教育、社会教育両面で分析する。そこ

から外国人児童・生徒に対するバイリンガル教育、地域における日本語教育の新しい展開など、最

先端の教育プログラムについて解説する。 

【授業計画】  

第 1回 オリエンテーション：人々の暮らしと学習―東日本大震災にも触れながら  

第 2回 日本社会の国際化−外国人労働者の移入−  

第 3回 外国人住民の暮らしと生活課題  

第 4回 外国人集住地域における地域課題  

第 5回 多民族・多文化共生の社会と教育  

第 6回 外国人児童・生徒の教育  

第 7回 不登校・不就学の子どもたち  

第 8回 地域における日本語教育  

第 9回 日本語教育の現状と課題  

第 10回 課題提起型日本語教育の方法. 

第 11回 外国人学校の現状  

第 12回 パウロ・フレイレ地域学校の事例  

第 13回 先住民族と教育―アイヌ民族の現状と教育―  

第 14回 アイヌ民族学校の構想  

第 15回 まとめの討論・意見交換 

 

【授業外学習】 

 指定する文献資料を事前に読んで授業に参加することを求めたり、関連する映像資料等を AV セ

ンターを活用して視聴することを求める。 

 

【テキスト】 

 日本社会教育学会編『アイヌ民族・先住民族教育の現在』東洋館出版社、2014年 

【参考書・参考資料等】 

 パウロ・フレイレ『被抑圧者の教育学』亜紀書房 1979年または『新訳 被抑圧者の教育学』亜紀書

房、2011年 

 新海英行、松田武雄編『世界の生涯学習―現状と課題―』大学教育出版社、2016年 

 

【学生に対する評価】 

 レポート提出を求めて評価する。授業テーマに関連して、出身自治体における国際化の状況と外

国人住民が抱える課題を分析するなどのオリジナリティが高いレポートを高く評価する。 

 

後期の同時間の「国際教育論Ⅱ」も連続して受講することを強く推奨する。 

【質問受付方法（オフィスアワー）】  

 主として水曜 4 限に対応する。その他でも対応可。授業終了後または nomoto@tmu.ac.jp で時

間調整する。 
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授業科目名 国際教育論ＩＩ 科目種別 
国際副専攻コース

部局提供科目 
単位数 2 授業番号 F1272 

担当教員 野元 弘幸 開講時限 【後期】 水曜日 ３時限 

授業方針・テーマ 

 

 

 

 

習得できる知識・能力や

授業の目的・到達目標 

 

 

 

授業計画・内容 

授業方法 

授業外学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト・参考書等 

 

 

 

 

 

 

成績評価方法 

 

 

 

特記事項 

 

 グローバリゼーションに伴う社会学的・経済学的変容を踏まえて、教育の課題を外国人学校、民

族学校の事例などを中心に海外の取り組みとも比較して分析すると同時に、社会問題を解決して人

間らしい暮らしを実現するために求められる教育・学習理論として注目されてきたパウロ・フレイレの

教育論について、その歴史的、社会的、経済的な背景も含めて理解を深める。 

 

外国人学校・民族学校および多文化教育・バイリンガル教育で、具体的な事例分析を通じてマスコ

ミなどでは報じられないリアルな教育現状を知る。また、パウロ・フレイレの『被抑圧者の教育学』を

読み、課題解決の具体的実践事例の分析を通じて、人間解放の教育理論と実践に対する理解を深

め、パウロ・フレイレの言う「課題提起型学習」活動を組織する力量を形成する。 

 

【授業の内容と方法】 

 前半は、朝鮮学校などの事例を中心に、学校見学なども踏まえながら民族学校、外国人学校の

分析を試みると同時に、多文化教育・バイリンガル教育の優れた実践が展開されるアメリカの多文

化教育などを事例として紹介する。後半では、パウロ・フレイレの教育学の基本的な枠組や『被抑圧

者の教育学』を読むにあたっての留意点などを解説しながら具体的に著作を読みすすめていく。最

後に、受講者で読み終えての意見交換を行う。前半・後半とも教育だけの議論にとどまることなく、

政治学的・社会学的・経済学的な背景の分析もしっかりと行う。 

【授業計画】 

第 1回 オリエンテーション なぜパウロ・フレイレか 

第 2回 民族学校をめぐる現状―朝鮮学校を事例にー ゲストスピーカーを招いて 

第 3回 朝鮮学校の見学 

第 4回 夜間中学校の現状―多様な機会を保障するために― 

第 5回 多文化教育・バイオリンガル教育 

第 6回 諸外国のバイリンガル教育  アメリカ・イリノイ州・アバナ学区の事例 

第 7回 少数民族教育 中国の事例  

 ＜パウロ・フレイレの『被抑圧者の教育学』を読む。＞ 

第 8回 日本におけるフレイレの方法の応用 課題提起型日本語教育をめぐって 

第 9回 パウロ・フレイレとは 人物と思想 『解説』を読みながら 序章 

第 10回 Ⅰ章 なぜ「被抑圧者の教育学」か。 

第 11回 Ⅱ章 銀行型教育と課題提起型教育 

第 12回 Ⅲ章 対話―自由の実践としての教育の本質 

第 13回 Ⅳ章 文化行動の理論 

第 14回 被抑圧者の教育学の展望  

第 15回 まとめ 討論と意見交換 

 

【授業外学習】 

 指定する文献資料を事前に読んで授業に参加する。また、『被抑圧者の教育学』の講読では、授

業で読み進む章を事前に読んで、関連文献も読んで参加するよう求める。  

 

 

『テキスト】 

 パウロ・フレイレ『被抑圧者の教育学』亜紀書房 1979 年、または『新訳 被抑圧者の教育学』亜紀

書房、2011年  

【参考文献等】 

 日本社会教育学会編『アイヌ民族・先住民族教育の現在』東洋館出版社、2014年 

 新海英行、松田武雄編『世界の生涯学習―現状と課題―』大学教育出版社、2016年 

 

 パウロ・フレイレの『被抑圧者の教育学』を読んでの考察を最終レポートとして提出してもらう。フレ

イレの主張を繰り返すだけでなく、自らの存在や経験と関わらせた深い思索を行う受講生に加点す

る。また、講読中の授業での発言や担当レポートを評価の対象とする。 

 

前期同時間開講の「国際教育論Ⅰ」を履修してから本科目を履修するのが望ましい。 

【質問受付方法（オフィスアワー）】  

 主として水曜 4 限に対応する。その他でも対応可。授業終了後または nomoto@tmu.ac.jp で時

間調整する。 
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授業科目名 多文化教育論 科目種別 
国際副専攻コース

部局提供科目 
単位数 2 授業番号 F1245 

担当教員 金 侖貞 開講時限 【前期】 月曜日 ３時限 

授業方針・テーマ 

 

 

 

習得できる知識・能力や

授業の目的・到達目標 

 

授業計画・内容 

授業方法 

授業外学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト・参考書等 

 

成績評価方法 

 

特記事項 

 

日本における多文化教育を理論や実践から学ぶ。 

 

 

在日外国人の形成史及び現状、多文化教育の実践について知り、多文化共生のために求められる

学びとは何かを考える。 

 

第 1回 ガイダンス 

第 2回−第 5回 在日外国人の形成史 

第 6回−第 7回 アイデンティティの問題と教育 

第 8回−第 11回 自治体の多文化教育政策 

第 12回−第 14回 共生とは何か 

第 15回 まとめ 

 

【授業外学習】事前に配付資料を読んで授業に望むこと。レポート課題を提示した場合は，作成した

上で授業に臨むこと。 

 

授業のときに提示する。 

 

出席とレポートなどをもって総合的に評価する。 

 

日本における多文化教育の実際を知るために直接現場に出かける予定です。見学は必ず参加す

ること。 

【質問受付方法（オフィスアワー）】授業時間後に質問の受付をする。 
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授業科目名 文化人類学Ａ 科目種別 
国際副専攻コース

部局提供科目 
単位数 2 授業番号 Y0005 

担当教員 綾部 真雄 開講時限 【前期】 火曜日 ２時限 

授業方針・テーマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

習得できる知識・能力や

授業の目的・到達目標 

 

 

 

 

授業計画・内容 

授業方法 

授業外学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト・参考書等 

 

 

 

成績評価方法 

 

 

文化人類学とは、文化的他者への「共感（エンパシー）」を軸に人類およびその変化を包括的にとら

えようとする学問である。ただし、その達成のためにフィールドワークという手法を用いることが多く、

実践上は特定の地域や社会集団の研究を起点とするため、地域研究とも混同されやすい。そこで

本講義では、文化人類学の人間理解のための「仕掛け」もしくは「思想」の部分に焦点を当てるかた

ちで、初学者向けに解説を行う。その際、人類学者が執筆した多くの民族誌（エスノグラフィ）の内容

にも触れ、受講者が世界各地のローカルな文化（アジア、北米・南米、アフリカ、オセアニア、ヨーロ

ッパ等）やものの見方についても幅広く学べるよう、全体的な事例のバランスにも配慮する。 

 

・世界各地のローカルなものの見方への共感力を身につける 

・自己の視点を相対化する力を身につける 

・様々な民族誌的事例の学習を通じて、世界の人々の暮らしぶりや価値感の多様性を理解する 

・各種映像の視聴を通じて、知識とイメージを有機的にリンクさせる 

・リアクション・ペーパーの執筆とその講評を通じて、論理運用能力と分析力を身につける 

 

【授業計画・内容】 

◆人類学という仕掛け 

1.モンシロチョウは赤いスイートピーの夢を見るか？ 

2.（映像視聴およびリアクションペーパーの執筆） 

3.デフォルトの人類学 

◆人類学の思想 

4.文化相対主義 

5.生命との対話 

6.方法としてのアナロジー 

◆人による人の分類 

7.人種にまつわる虚実 

8.同時代のエスニシティ（１） 

9.同時代のエスニシティ（２） 

10.（映像視聴およびリアクションペーパーの執筆） 

11.「性」のあれこれ 

◆見えないものとの対話 

12.宗教という覗き窓 

13.（映像視聴およびリアクションペーパーの執筆） 

14.霊性の次元 

 

15.試験 

【授業方法】 

基本的には講義形式を採るが、配布した資料および視聴した映像に基づいて受講者にリアクション

ペーパーを執筆してもらい、講義中にその講評を行う。 

【授業外学習】 

講義中に指定（配布）したテキスト、kibaco にアップした資料などに指示に従って事前に目を通して

おく必要がある。 

 

特定のテキストは用いず、適宜講義中に参考資料について指示をする。しかし、下記の 2 点につい

ては入手して予習・復習に用いることを推奨する。 

■綾部恒雄・桑山敬己編『よくわかる文化人類学（第２版）』ミネルヴァ書房、2010年 

■桑山敬己・綾部真雄編『詳論 文化人類学―基本から最新のトピックを深く学ぶ』ミネルヴァ書

房、2017年 

 

受講態度・リアクションペーパー提出状況 30％ 

期末試験 70％ 

※リアクションペーパーの提出回数によっては、配分を変更する可能性もある。 
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特記事項 

 

 

「文化人類学 B」と対になっている科目であるため、後期に「文化人類学 B」を履修することが望まし

い。2 年次以降に、社会人類学分野に所属することをを考えている学生は、「アジア・アフリカ社会

論」もあわせて履修 

 

【質問受付方法（オフィスアワー）】 

原則として火曜日３限目としますので、質問等があれば研究室（5 号館 359 室）に来てください。ま

た、随時メール（ayabem@tmu.ac.jp）での質問も受け付けます。 
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授業科目名 文化人類学Ｂ 科目種別 
国際副専攻コース

部局提供科目 
単位数 2 授業番号 Y0008 

担当教員 石田 慎一郎 開講時限 【後期】 火曜日 ２時限 

授業方針・テーマ 

 

 

習得できる知識・能力や

授業の目的・到達目標 

 

 

 

 

 

 

授業計画・内容 

授業方法 

授業外学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化人類学（社会人類学）という学問のもつ独特の「視点」や「考えかた」を初学者にわかりやすく解

説する。 

 

文化人類学の４つの方法的特徴、文化相対主義（人類文化の多様性に対する寛容な理解）、現場

主義（フィールドワークをつうじた実証研究）、全体論的アプローチ（文化・社会における部分と全体

との関係を深く理解する）、比較（比較を通じた人類の多様性と普遍性の探究）を、具体的な研究事

例を通じて理解する ことである。前半は、家族内の人間関係をめぐる身近な（現代日本の）諸問題

を、人類学的視点から批判的に思考し、文化相対主義の考え方と 比較研究の実践例を学ぶ。後

半は、担当教員が実施しているケニア中央高地における社会人類学調査を事例に、研究方法（フィ

ールドワークならびに全体論的アプローチ）の具体例、文化相対主義的態度の具体例を講義する。 

 

第１回 文化人類学への誘い：文化人類学は、研究対象ではなく研究アプローチにおいてユニーク

な学問である。現場主義・全体論的アプローチ・文化相対主義・比較の４つのアプローチを中心に概

説する。 

第２回 呼びかけのことばに現れる〈私たち〉の文化：文化人類学は、人間の生き方のあらゆる側面

を研究対象とするためテーマは多様である。だが、家族親族論についてとくに厚い研究蓄積があ

り、本講義でも前半は家族親族論に相当するテーマを中心にとりあげる。それは家族がくらしと人間

関係の基本となるため、人類学的に考えるうえで適した題材をとくに多く含むためでもある。親族名

称を題材に、疑似フィールドワーク的実験をおこなう。 

第３回 「母性愛」再考：現代日本の「赤ちゃんポスト」、江戸時代の捨て子を題材に、これらを「母性

愛」の対極にある営みととらえるのではない視点を提示し、受講生とともに議論する。「母性愛」を絶

対善とする語り口に対して、文化相対主義的視点からの批判的考察は可能か。 

第４回 「生みの親」「育ての親」再考：主要な論点は、「生物学的親子関係」と「社会的親子関係」の

一致／不一致に対する文化的理解である。これは社会人類学の家族親族研究において古くて新し

いテーマであり、かつ現代日本において新しいかたちでの問いとして注目されている。具体的事例

は、代理出産をはじめとする生殖医療技術である。 

第５回 東アフリカの「女性婚」「幽霊婚」から考える：前回講義のテーマを東アフリカの民族誌事例

から発展的に議論するものである。すなわち「生物学的親子関係」と「社会的親子関係」の一致／不

一致の問題を、東アフリカのヌアー、グシイはそれぞれ固有の問題で解決してきた。具体的事例とし

て「女性婚」「幽霊婚」を議論する。 

第６回 『サモアの思春期』と文化相対主義：思春期特有の心理的葛藤は、人間が避けることのでき

ない普遍的な現象であるのか。少年少女が思春期特有の心理的葛藤を経験せずに大人になること

のできる社会について論じた M.ミードの民族誌とそれに対する批判を紹介し、人間存在に対する自

然科学的説明に対する文化的説明を指向してきた文化人類学の思想史的背景について概説する。 

第７回 文化相対主義の再定位：これまでの講義では、文化相対主義的態度の重要性を強調した。

だが、文化相対主義的態度を突き詰めた先に絶対的相対主義として現れる可能性（危険性）にも目

をむけていく必要がある。浜本満、井上達夫、R.レッドフィールド等の議論をふまえて考察する。 

第８回 文化と自由：W.キムリッカ等の議論の紹介からはじめて、文化と自由をテーマに議論をおこ

なう。文化人類学は、個人の自由を束縛する存在としてではなく、補強する存在として文化を語るこ

とはいかにして可能か。こうした視点からこれまでの議論を総括する。 

第９回 人類学的実践としての民族誌（１）ケニア農耕民社会での調査研究：ここからは担当教員が

ケニア中央高地ですすめている社会人類学研究の事例を手がかりに、人類学的実践としての民族

誌と、民族誌をふまえたうえでの比較研究の可能性を議論する。 

第１０回 人類学的実践としての民族誌（２）ケニア農耕民メルのムーマ：ケニア中央高地の農耕民

イゲンベの社会におけるムーマを題材に、いわゆる神判的紛争処理・犯罪解決の合理性について、

比較分析的視点で議論をおこなう。比較対象は日本中世の鉄火起請等である。イゲンベのムーマ

では、被告側が呪物を飲み込む等のうえで無罪宣誓をおこない、それに対して原告側は呪物の効

果を待ち続けなければならない。そうした方法の合理性、妥当性をどのように考えることができる

か。 

第１１回 人類学的実践としての民族誌（３）ケニア中央高地のミラー：イゲンベ地方を含む東アフリ

カ固有の嗜好品として古くから利用されてきたカートを題材に、嗜好品をめぐる文化と政治について

議論する。カートをめぐる麻薬化の語り口に対する批判的視点をふまえつつ、映画『おいしいコーヒ

ーの真実』においてのエチオピア農民のコーヒー栽培からカート栽培への転換の描き方について議

論する。 

 

23



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト・参考書等 

 

 

成績評価方法 

 

 

特記事項 

 

第１２回 人類学的実践としての民族誌（４）ケニア農耕民の環境利用：イゲンベによる環境利用の

諸相を紹介する。主要な論点は、人間の環境認識・環境利用、人間と自然とのコンフリクト、生物多

様性等である。 

第１３回 授業のまとめ 

第１４回 授業内レポートへのコメント 

第１５回 総括と試験 

 

【授業方法】講義を中心とした授業を実施するが、授業終了時に理解度を測定するためのリアクショ

ンペーパーの記載を求める。 

【授業外学習】配布資料はすべて事前に kibaco にアップロードしておくので、次回の授業範囲を予

習し、不明点をあらかじめ把握しておくこと。 

 

テキストは使用しない。授業中に参考書について随時紹介する。 

上記の通り、配布資料はすべて事前に kibacoにアップロードする。 

 

授業内での筆記・提出をもとめるリアクションペーパー（50％）と学期末試験（50％）を基本として総

合的に評価する。リアクションペーパーの事後提出は認めない。 

 

「文化人類学 B」とセットをなすので前期に「文化人類学 A」を履修することが望ましい。将来、社会

人類学専攻に進学することをを考えている学生は、さらに「アジア・アフリカ社会論」などとともに履

修することが望ましい。 

 

【オフィスアワー】原則として金曜日３時限目をオフィスアワーとしますので、質問等があれば研究室

（5-356）に来てください。また、メールによる質問も随時受け付けます。 

【連絡先】chirosh@tmu.ac.jp 
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授業科目名 
Tourism theories and 

practice 
科目種別 

国際副専攻コース

部局提供科目 
単位数 2 授業番号 X0035 

担当教員 直井 岳人 開講時限 【後期】 火曜日 １時限 

授業方針・テーマ 

 

 

 

 

習得できる知識・能力や

授業の目的・到達目標 

 

 

 

 

授業計画・内容 

授業方法 

授業外学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト・参考書等 

 

成績評価方法 

 

 

 

特記事項 

 

Tourism is a composite of people, resources and businesses, which provides tourists with 

experiences that cannot be sought in their daily lives, and entails various impacts on visited 

environments. This module aims to offer students a scientific perspective of tourism 

management. 

 

Students will be able to understand  

- definitions of tourism 

- characteristics of tourists and resources 

- measures to keep a good balance between tourism promotion and conservation with 

appropriate use of natural and cultural resources, transportation and information. 

 

1. Introduction (Naoi)  

2. Concepts and definitions of tourism (Naoi)  

3. Characteristics of tourists (Naoi)  

4. Tourist demand (Naoi)  

5. Tourism resources and their attributes (Naoi)   

6. Transport planning and management in tourism (Shimizu)   

7. Community-based tourism (Kawahara)  

8. History of Tourism Development(Okamura)  

9. Rural development and management in tourism (Kikuchi)   

10. Tourism and protected areas(Numata)  

11. Tourism and bioresource management(Osawa)   

12. Institutional systems for tourism business and management(Hihara)  

13. Management challenges for tourismbusiness (e.g.,sharing 

economies ,sustainability)(Hihara)  

14. The effects of touristic elements on visitors’ evaluation of destinations (Naoi)  

15. Wrap-up 

 

Class methods: To be based on lectures. Some works (interviews, discussions, and 

questionnaire surveys) will be involved. 

 

Learning outside class: Students are requested to understand basic academic terms in 

advance of each lecture. 

 

To be advised during the lectures. 

 

To be based on a term-end paper (100%), which will be evaluated in light of the strucure, 

reference to lectures and past studies, presentation of concrete cases, and the logicality of the 

arguments.   

 

Students are advised to have a good command of English, which is equivalent to TOEIC 700 

or higher, in advance of taking this module. Students who have questions regarding this 

module are requested to make an appointment with each lecturer. 
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