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授業科⽬名

⾏為としてのことば（語⽤論）

授業形態

講義

英語科⽬名

Pragmatics

開講学期

前期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

⼭下 ⾥⾹

ナンバリング

4401

科⽬担当者
⼭下 ⾥⾹
授業の概要
語⽤論は、⾔語の構造と⾔語使⽤（語⽤、コミュニケーション）、そして⾔語が使⽤される社会との関係を念頭に、話
し⼿と聞き⼿の相互⾏為において⽣み出される意味を研究する学問である。ことばを使うこと、つまり⾔語使⽤（語
⽤、コミュニケーション）は、情報伝達の⼿段である。しかし情報伝達以外に、⼈と⼈を結びつけたり疎遠にしたり、
話し⼿のアイデンティティを⽰したりというように、なんらかの「⾏為」がなされている。本講義では、このような⾔
語使⽤（語⽤、コミュニケーション）の特徴と機能を語⽤論の理論に基づいて学ぶ。そして、⽂化の異なりがどのよう
に⾔語使⽤に反映し、コミュニケーションに影響を与えるのかを知るために、異⽂化語⽤論、社会語⽤論、会話分析、
談話分析についても触れ、具体的な事例を考察する。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
１．語⽤論の基本理論および基本概念を理解し、それぞれ具体的に例を挙げて説明できる。
２．⾔語使⽤（語⽤、コミュニケーション）に⾏為の側⾯があることを理解し、説明できる。
成績評価⽅法
授業への出席と積極的参加（30%）、レポート課題（40％）・⼩テスト／⼩課題（30%）
評価の前提条件︓対⾯のみ授業の場合、３回以上の⽋席がないこと。オンラインおよびハイブリッド授業の場合、課題
の未提出が２回以内であること。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
「授業時間外の指導等」欄の指⽰をよく読み、毎回の授業には適切な準備を⾏なったうえで参加すること。授業におい
て積極的な発⾔や参加を歓迎する。体系的な学びのために「ことばと社会（社会⾔語学）」、「⾔語と⼈間（⾔語⼈類
学）」の履修を勧める。
初回から必ず参加すること。どうしても初回から参加できなかった場合は、初回の分の学習をきちんとこなしておくこ
と。第２回以降でも、⽋席するとその後の学習に影響を及ぼすので、内容を必ず確認し理解に努めること。
教育実習関連、スポーツ⼤会、インターンシップ、出席停⽌等の「出席」の扱いは、各⾃「順天堂⼤学 語⽤論 〇⽉
〇⽇の出席に関して」などのキーワードを件名に⼊れ、事情や関連の情報（インターンシップスケジュールの画像な
ど）を説明したメールを送付することで、考慮の対象となる。
テキスト・参考書
テキストは適宜PDFで共有する。ただし、⽂字が⼩さくなるため、授業中にそのテキストをスマートフォンで表⽰して
⾒るのは禁⽌する。必ず、紙に印刷してくるか、タブレットやノートPCなどを⽤いて表⽰すること。
参考書︓
⽥中典⼦（2012/2006）『プラグマティクス・ワークショップ︓⾝のまわりの⾔葉を語⽤論的に⾒る』（第⼆版）.春⾵
社．
加藤重広・滝浦真⼈編 (2016)『語⽤論研究法ガイドブック』ひつじ書房
中島信夫編(2012) 『語⽤論 (朝倉⽇英対照⾔語学シリーズ)』朝倉書店
ヘレン・スペンサー＝オーティ (2004) 『異⽂化理解の語⽤論―理論と実践』研究社
ヤコブ・メイ（2005）『批判的社会語⽤論⼊⾨』三元社．
ジェニー・トーマス（1998）『語⽤論⼊⾨』研究社．
Yule, G. (1996). Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.
ブラウン,Ｐ,＆レヴィンソン,Ｓ．（2016/2011）『ポライトネス︓⾔語使⽤における、ある普遍現象』研究社
ガンパーズ,Ｊ（2004）． 『認知と相互⾏為の社会⾔語学』松柏社．
https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0260001
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その他授業内で適宜紹介する。
オフィスアワー
授業前後に質問してください。または、メールにて事前にアポイントメントをとってください。
uin.ac.jp)

(rikayam1@kanto-gak

課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内またはJ-Passにて講評を⾏う。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

⼭下 ⾥⾹

初回ガイダンス
1）授業計画を配布し授業の進め⽅
を説明する。
2）「語⽤論」とは何か。語⽤論が
コミュニケーションと⾔語使⽤に
関する研究分野であることを確認
し、⾔語学や異⽂化コミュニケー
ション学において語⽤論を学ぶ意
義を明確にする。

⼭下 ⾥⾹

オースティンの発話⾏為理論①
1）ことばを⽤いる、つまり、話す
ということが何らかの⾏為をする
ということについて、オースティ
【予習】配布資料を読んでおくこと。（90分）
ンが唱えた「発話⾏為」理論を紹
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
介し、説明する。
2）「遂⾏⽂」の例を⽰し、⾝近で
⽤いられている「遂⾏⽂」の例を
出し合い、その特徴を議論する。

⼭下 ⾥⾹

オースティンの発話⾏為理論②
1）発語（locution）、発語内⾏為
（illocution）、発語媒介⾏為（perl
ocution）について講義する。
2）グループにわかれ、Chapter 5
の「謝罪」という発話⾏為の事例
を発語、発語内⾏為、発語媒介⾏
為を軸に分析し、発話がもつ意味
と効⼒について考え、報告する。

⼭下 ⾥⾹

グライスの会話の含意
1）ことばで語られないことをも補
って発話の意味は解釈される。そ
の仕組みについて含意（implicatur 【予習】配布資料を読んでおくこと。（90分）
e）と推論（inference）を軸に講義 【復習】授業内容を復習すること。（90分）
する。
2）⾝近な⽇常会話の事例をグルー
プで分析し、発表する。

⼭下 ⾥⾹

グライスの会話の公理と協調の原
則
1）グライスが唱えた、量、質、関
【予習】配布資料を読んでおくこと。（90分）
係、様式の「会話の公理」を説明
【復習】授業内容を復習すること。⼩テストに向けて復習
する。
すること（90分）
2）会話の公理が破られた際に⽣じ
る「意味」（含意、効果）を協調
の原則に基づいて考察する。

6

⼭下 ⾥⾹

異⽂化語⽤論①
前回までの授業で学んだ発話⾏為
理論と会話の公理等を踏まえ、異
⽂化間においてこれらの指針がど
のように異なるかを⽰す事例を研
究する。

7

⼭下 ⾥⾹

1

2

3

4

5

【予習】第1回⽬の講義までにシラバスを読み、理解してお
くこと。（90分）
【復習】配布資料を読み、授業内容を復習すること。（90
分）

【予習】配布資料を読んでおくこと。（90分）
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
【⼩レポート課題①】オースティンの発話⾏為理論につい
て授業内での指⽰に基づいてレポートを作成し、提出する
こと。（90分）

【予習】配布資料を読んでおくこと。（90分）
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
【⼩テスト①】⼩テストに回答すること

サールの間接的発話⾏為と発話⾏ 【予習】配布資料を読んでおくこと。（90分）
為の成⽴条件
【復習】授業内容を復習すること。（90分）
1）これまでに学習したオースティ

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0260001
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ン、グライスの理論を振り返りな
がら、サールが唱える間接的発話
⾏為について考察する。
2）発話⾏為の成⽴条件について説
明し、グループに分かれ「謝罪」
や「命令」、「依頼」など具体的
な発話⾏為の事例を分析し、議論
する。

8

9

10

11

12

13

14

15

⼭下 ⾥⾹

語⽤論と間接的な⾔い回し
これまでに学んだ間接的な発話の
理論や事例を踏まえ、間接的な発
話がなされるコンテクストと解釈
の可能性について考察する。

⼭下 ⾥⾹

ポライトネス理論とフェイス①
1）語⽤論で⽤いられる「ポライト
ネス」という概念について説明す
る。
【予習】配布資料を読んでおくこと。（90分）
2）敬意表現、あらたまりの度合い 【復習】授業内容を復習すること。（90分）
を⽰す表現が⽤いられた事例をポ
ライトネスの視点から分析し考察
する。

⼭下 ⾥⾹

ポライトネス理論とフェイス②
1）ブラウン＆レヴィンソンのポラ
イトネス理論について、フェイス
の概念とフェイスを脅かす⾏為
（ＦＴＡ）に焦点を当てて講義す
る。
2）具体的な会話事例を提⽰し、ポ
ライトネス理論、ＦＴＡの視点か
ら分析し、考察する。

【予習】教科書のChapter 9「ポライトネス（２）」（pp. 6
4-71）を読んでおくこと。（90分）
【レポート課題③】ポライトネス理論とフェイスに関し
て、授業内の指⽰に従ってレポートを作成し、提出するこ
と。（90分）

⼭下 ⾥⾹

異⽂化語⽤論②
異なる⽂化間においては、間接
的・直接的な発話の仕⽅や、ポラ
イトネス⽅略も異なることを⽰す
事例を研究する。

【予習】教科書Chapter 11 「異⽂化語⽤論」（pp. 80-86)を
読んでおくこと。（90分）
【復習】授業内容を復習し、学期末課題の準備を始めるこ
と。（90分）

⼭下 ⾥⾹

語⽤論と会話分析①
1）語⽤論と「会話分析」という研
究⼿法について関連性を講義す
る。
2）「会話分析」の基本⽤語と概念
（話者交替、移⾏適切場所、隣接
ペア等）を説明する。

【予習】前回の授業で指⽰された課題をやった上で授業に
出席すること。（90分）
【復習】授業内容を復習し、学期末課題に取り組むこと。
（90分）

⼭下 ⾥⾹

語⽤論と会話分析②
前回の授業で学んだ「会話分析」
の概念を⽤い、実際の会話事例を
分析し、発表する。

【予習】前回の授業で指⽰された課題をやった上で授業に
出席すること。（90分）
【復習】授業内容を復習し、学期末課題に取り組むこと。
（90分）

⼭下 ⾥⾹

社会語⽤論
これまで学んできた語⽤論の理論
を、社会における権⼒関係をコン
テクスト要素として明⽰的に取り
⼊れたヤコブ・メイの「社会語⽤
論」の理論と対照させながら講義
する。

【予習】前回の授業で指⽰された課題をやった上で授業に
出席すること。（90分）
【復習】授業内容を復習し、学期末課題に取り組むこと。
（90分）

⼭下 ⾥⾹

全体のまとめ
なぜ「語⽤論」を学ぶ意義がある
のかについて、これまでに学んだ
ことからグループで議論する。
最終テスト

【予習】前回の授業で指⽰された課題をしておくこと。（9
0分）
【復習】授業内容を復習すること。（90分）

【予習】前回の授業で指⽰された課題をやった上で授業に
出席すること。（90分）
【復習】なぜ「語⽤論」を学ぶ意義があるのかについて、
これまでに学んだことから考察し、まとめる。（90分）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0260001
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2021/05/18(⽕)12:47
授業科⽬名

ことばと社会（社会⾔語学）

授業形態

講義

英語科⽬名

Sociolinguistics

開講学期

前期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

⿑藤 美野

ナンバリング

4402

科⽬担当者
⿑藤 美野
授業の概要
私たちが⽇々の暮らしの中で当たり前に使っている「ことば」について、ことばが使⽤される社会・状況、ことばを使
⽤する⼈々の社会的属性（地域、社会階層、年齢、ジェンダーなど）との関わりを考えながら、意識を⾼めることを⽬
指す。ことばの使⽤は使⽤者の⾃覚の有無にかかわらず社会的要素などから影響を受ける。このようなコミュニケーシ
ョンの実際に、多様な⾓度から接近し理解を深める。受講⽣は講義を通じて⾔語への社会⾔語学的アプローチを学び、
グループ・ワークなどを通して⾔語現象の分析の練習をし、⾝の回りにある⾔語現象について独⾃の研究を個々に⾏
う。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
授業の達成⽬標
１． ⾔語と社会・状況・使⽤者の関係性について注意して考え、⾃⾝の意⾒を他者に伝えることができる。
２． 社会⾔語学の⽤語・概念を理解し、説明できる。
３． 授業で学んだことを活かし（引⽤・応⽤し）、⾔語現象に関する研究を⾏い、発表できる。
成績評価⽅法
授業内課題・グループワークへの参加・貢献度（40%）、中間課題（講義・教科書から学んだ点の理解度）（20%）、
レポート（各概念・理論の理解・応⽤度合、論理性）（40%）の合計点により最終評価を⾏う。
3分の2以上の授業回出席を評価の前提条件とし、⽋席は減点とする。
※授業形態（オンライン・対⾯）によって、授業計画とともに⼀部変更の可能性あり
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
【履修者数の制限】履修者数の上限を65名とする。履修希望者が左記の上限を上回る場合、初回授業中に、上の学年の
学⽣を優先したうえで抽選を⾏う。履修希望者は、初回授業に必ず出席すること。
【課題・準備】「「授業時間外の指導等」欄をよく読み、毎回の授業のために必要な準備を⽋かさず⾏うことを期待す
る。
研究発表（レポートを含む）に向けて、授業時間外に各⾃研究を⾏い、授業内外で発表・レポートの準備を⼊念に⾏っ
てもらう。
テキスト・参考書
教科書︓岩⽥祐⼦・重光由加・村⽥泰美（2013）．『概説 社会⾔語学』ひつじ書房．
オフィスアワー
初回授業にて告知する。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
講義・授業中、およびGoogle Classroom経由で、適宜フィードバックを⾏う。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

1

⿑藤 美野

2

⿑藤 美野

授業内容
授業への導⼊
1) 社会⾔語学とはどのような学問
分野か知る
2) 普段使⽤していることばについ
て、社会⾔語学の観点から考える
練習をする

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
【予習】初回の授業までに教科書を⽤意し、持参する
また、いま気になっている（あるいはこれまでに興味をも
った）ことば・⾔語使⽤をA4⽤紙に書き出してくる（90
分）
【復習】本⽇の授業で学んだことを、ノート等に⾃分のこ
とばでまとめ直し、独⾃の例も加える（90分）

⾔語と地域(1)
【予習】教科書第２章の2.1（pp. 13-14）を読み、⾃⾝の知
1) 「⽅⾔」「⾔語変種」について 識・経験や⾝の回りのことばとの関わりを考えながら、⼤
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学ぶ
切な点を書き出しておく（90分）
2) ⾔語と「威信」の関係について 【復習】本⽇の授業で学んだことを、ノート等に⾃分のこ
考える
とばでまとめ直し、独⾃の例も加える（90分）

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

⾔語と地域(2)
宮古語などを事例に、⾔語変種に
関する知識を深める

【予習】指定資料を事前に読む／視聴しておく（90分）
【復習】本⽇の授業で学んだことを、ノート等に⾃分のこ
とばでまとめ直し、独⾃の例も加える（90分）

⿑藤 美野

⾔語と社会階層／⾔語と⺠族
1) 「社会階層⽅⾔」について学ぶ
2) W. Labovの調査⽅法と結果を学
ぶ
3) 「AAVE」「ピジン」「クレオ
ール」について学ぶ

【予習】教科書第３章の3.1から3.3（pp. 35-37）と第４章
の4.1から4.4（pp. 51-56）を読み、⾃⾝の知識・経験や⾝
の回りのことばとの関わりを考え、書き出しておく（90
分）
【復習】本⽇の授業で学んだことを、ノート等に⾃分のこ
とばでまとめ直し、独⾃の例も加える（90分）

⿑藤 美野

【予習】教科書第５章の5.1から5.3.2（pp. 69-73）を読
⾔語とジェンダー(1)
み、⾃⾝の知識・経験や⾝の回りのことばとの関わりを考
1) 「ジェンダー」について考える
えながら、⼤切な点を書き出しておく（90分）
2) ⾔語使⽤とジェンダーの関わり
【復習】本⽇の授業で学んだことを、ノート等に⾃分のこ
を考える
とばでまとめ直し、独⾃の例も加える（90分）

⿑藤 美野

⿑藤 美野

⿑藤 美野

⿑藤 美野

⿑藤 美野

⿑藤 美野

⿑藤 美野

⿑藤 美野

13

⿑藤 美野

14

⿑藤 美野

⾔語とジェンダー(2)
性差別的⾔語について学ぶ

【予習】教科書第５章の5.4（pp. 77-78）を読み、⾃⾝の知
識・経験や⾝の回りのことばとの関わりを考えながら、⼤
切な点を書き出しておく（90分）
【復習】本⽇の授業で学んだことを、ノート等に⾃分のこ
とばでまとめ直し、独⾃の例も加える（90分）

【予習】教科書第６章の6.4から6.6（pp. 86-93）を読み、
⾔語と年齢
⾃⾝の知識・経験や⾝の回りのことばとの関わりを考えな
1) 若者ことばの特徴を学ぶ
がら、⼤切な点を書き出しておく（90分）
2) 若者ことばの調査・分析を⾏う
【復習】中間課題に取り組む（90分）
☆中間課題提出
社会⾔語学の研究⽅法
学期末の各⾃の研究に向け、研究
⽅法を学ぶ

【予習】教科書第20章を読み、⾃⾝の知識・経験や⾝の回
りのことばとの関わりを考えながら、⼤切な点を書き出し
ておく。中間課題を仕上げ、提出する（120分）
【復習】独⾃の研究構想を練る（90分）

中間課題鑑賞会
クラスメイトの課題を鑑賞し、コ
メントを執筆する。

【予習】これまでに学んだ事柄と結び付けながら、クラス
メイトの課題を全て確認する（90分）
【復習】コメントを執筆し提出する（90分）

【予習】教科書第７章の7.1から7.3（pp. 99-103）を読み、
⾔語の選択
⾃⾝の知識・経験や⾝の回りのことばとの関わりを考えな
1) 多⾔語社会について知る
がら、⼤切な点を書き出しておく（90分）
2) 社会における⾔語選択について
【復習】本⽇の授業で学んだことを、ノート等に⾃分のこ
学ぶ
とばでまとめ直し、独⾃の例も加える（90分）
⾔語の状況差、適切さ(1)
1)「レジスター」について学ぶ
2)「スタイル」を理解する

【予習】教科書第８章の8.3から8.4（pp. 119-127）を読ん
でおく（90分）
【復習】本⽇の授業で学んだことを、ノート等に⾃分のこ
とばでまとめ直し、独⾃の例も加える（90分）

⾔語の状況差、適切さ(2)
1) オーディエンス・デザインを理
解する
2) スピーチ・アコモデーション理
論を学ぶ

【予習】教科書第８章の8.5から8.6（pp. 127-128）を読ん
でおく（90分）
【復習】本⽇の授業で学んだことを、ノート等に⾃分のこ
とばでまとめ直し、独⾃の例も加える（90分）

ポライトネス
1) 「フェイス」について学ぶ
2) 「ポライトネス・ストラテジ
ー」を学ぶ

【予習】教科書第９章の9.1から9.4（pp. 131-139）を読
み、⾃⾝の知識・経験や⾝の回りのことばとの関わりを考
えながら、⼤切な点を書き出しておく（90分）
【復習】本授業で学んだ事柄を振り返りながら、各⾃の研
究を進める（90分）

事例研究と研究進捗報告︓

【予習】事例研究のための指定資料を読み、考察しておく
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⿑藤 美野

これまでに学んだ理論を⽤い、提
⽰された会話を分析する
クラスメイトと協⼒し、各⾃の研
究の不⾜点等を確認しながら、準
備を進める

（90分）
【復習】本授業で学んだ事柄を振り返りながら、各⾃の研
究を進める（90分）

研究発表
1) 独⾃の研究成果を発表する
2) クラスメイトの発表について、
直接質問をしたり、関⼼や疑問を
もった点などを記す

【予習】発表の準備を⼊念に⾏い、練習をしておく（120
分）
【復習】クラスメイトの発表から知った事柄を、本授業で
学んできた理論等と結びつけながら振り返り、ノート等に
まとめる（90分）
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2021/05/10(⽉)17:23
授業科⽬名

応⽤⾔語学

授業形態

講義

英語科⽬名

Applied Linguistics

開講学期

前期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

今井 純⼦

ナンバリング

4403

科⽬担当者
今井 純⼦
授業の概要
応⽤⾔語学の⼊⾨として、⽇本語、英語、外国語といった⾔語に関する疑問・体験や現象を、学術的に捉え直します。
主に、⾔語の習得(Acquisition/Learning)、⾔語教育 (Pedagogy/Teaching)、⾔語の使われ⽅ (Use) の３つの分野につい
て、講義を通して概観します。各テーマに関する代表的な研究論⽂を読み解く演習を⾏います。また、⾃⼰の⾔語体験
を応⽤⾔語学のテーマと照らし合わせて振り返り、各⾃の興味・関⼼や研究課題へと結びつけます。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
(1) 講義を通して、応⽤⾔語学が広範に扱うテーマと4つの分野の特徴を理解する
(2) 課題（発表、振り返り等）を通して、新しく学んだ応⽤⾔語学の概念や理論を体系化し理解を深める
(3) 課題（レポート等）を通して、⾃⼰の⾔語に関する疑問や関⼼を、より学術的に捉える
成績評価⽅法
授業参加度 (20%)、各回のテーマについての振り返りシート (15%)、グループプレゼンテーション1回 (15%)、期末レポ
ートと成果発表 (50%)の結果に基づき、総合的に評価する。なお、3分の2以上の出席を評価の前提とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
各回のテーマについて配布資料や論⽂等は事前に読んでくること。また、宿題や授業内でのアクティビティー、発表、
期末レポートについては、各⾃責任をもってとりくむこと。
テキスト・参考書
必要なプリント、論⽂のPDF、リンク先等は、授業内でお知らせ、または配布します。
参考書は適宜ご紹介します。応⽤⾔語学(Applied Linguistics)関連の書籍は、学術メディアセンターに各種取り揃えてあ
るので、積極的に利⽤すること。
オフィスアワー
授業開講時限の前後の他、担当教員とアポイントメントをとった上で⾯談可。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内で返却する。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

今井純⼦

オリエンテーション:
(a) 授業の概要の説明
(b) 課題と成績評価の説明
(c) 応⽤⾔語学の主要概念の紹介
(d) ⾃⼰の⾔語学習の振り返り

予習︓⾔語に関する疑問や興味のあるテーマについて事前
にリストし、授業での議論に備える。(90分)

第２回

今井純⼦

⾔語の習得 (1):
(a) 幼児期における⾔語発達の順
序
(b) ⺟語の獲得について
(c) 主な⾔語習得理論

予習︓指定の配布資料を読み、疑問に思った点を事前にリ
ストし、授業での議論に備える。(90分)

第３回

今井純⼦

⾔語の習得(2):
(a) ⺟語獲得と第⼆⾔語の違い

予習︓指定の配布資料を読み、疑問に思った点を事前にリ
ストし、授業での議論に備える。(90分)

第１回

復習: 配布資料を再読し、⾃⼰の学習体験を振り返り、内容
理解を深める。(30分)

復習: 配布資料を再読し、⾃⼰の学習体験を振り返り、内容
理解を深める。(30分)
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(b) 主な第⼆⾔語習得理論

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

復習: 配布資料を再読し、⾃⼰の学習体験を振り返り、内容
理解を深める。(30分)
予習︓指定の配布資料を読み、疑問に思った点を事前にリ
ストし、授業での議論に備える。(90分)

今井純⼦

⾔語の習得(3):
(a) バイリンガリズム（⼆⾔語併
⽤）
(b) ⾔語環境と習得の関係

今井純⼦

予習︓指定の配布資料を読み、疑問に思った点を事前にリ
⾔語の習得(4):
ストし、授業での議論に備える。(90分)
(a) 習得の個⼈差について（⾔語適
正、年齢、モチベーション等）
復習: 配布資料を再読し、⾃⼰の学習体験を振り返り、内容
理解を深める。(30分)

今井純⼦

⾔語教育（１）:
(a) 学習者の特徴
(b) 教師の役割
(c) 学習者と教師の関係性

今井純⼦

⾔語教育(2):
(a) ⾔語の教え⽅の歴史と変遷
(b) 最近の英語教育の流れ

今井純⼦

⾔語教育(3):
(a) ⾔語プログラムの種類
(b) ⾔語カリキュラムの成り⽴ち
(c) ⾔語政策とイデオロギー

今井純⼦

⾔語教育(4):
(a) 4技能の教え⽅
(b) タスクをベースとした教え⽅

復習: 配布資料を再読し、⾃⼰の学習体験を振り返り、内容
理解を深める。(30分)

予習︓指定の配布資料を読み、疑問に思った点を事前にリ
ストし、授業での議論に備える。(90分)
復習: 配布資料を再読し、⾃⼰の学習体験を振り返り、内容
理解を深める。(30分)
予習︓指定の配布資料を読み、疑問に思った点を事前にリ
ストし、授業での議論に備える。(90分)
復習: 配布資料を再読し、⾃⼰の学習体験を振り返り、内容
理解を深める。(30分)
予習︓指定の配布資料を読み、疑問に思った点を事前にリ
ストし、授業での議論に備える。(90分)
復習: 配布資料を再読し、⾃⼰の学習体験を振り返り、内容
理解を深める。(30分)
予習︓指定の配布資料を読み、疑問に思った点を事前にリ
ストし、授業での議論に備える。(90分)
復習: 配布資料を再読し、⾃⼰の学習体験を振り返り、内容
理解を深める。(30分)
予習︓指定の配布資料を読み、疑問に思った点を事前にリ
ストし、授業での議論に備える。(90分)

第１0回 今井純⼦

⾔語の使われ⽅(1):
(a) ⾔語接触と変遷
(b) 英語・⽇本語の種類と⽅⾔

第１１回 今井純⼦

⾔語の使われ⽅(2):
(a) 英語帝国主義
(b) ⾔語喪失
(c) ⾔語復興に向けた活動

第１２回 今井純⼦

⾔語の使われ⽅(3):
(a) 会話・談話の構造
(b) ⾔語使⽤から⾒る社会

第１３回 今井純⼦

予習︓指定の配布資料を読み、疑問に思った点を事前にリ
⾔語の使われ⽅(4):
ストし、授業での議論に備える。(90分)
(a) 応⽤⾔語学から⾒た異⽂化コミ
ュニケーション
復習: 配布資料を再読し、⾃⼰の学習体験を振り返り、内容
(b) グローバル社会における英語
理解を深める。(30分)

第１４回 今井純⼦

その他のテーマの紹介
(a) 外部講師による特別講義 (テク
ノロジーの使い⽅、認知・⾔語⼼
理学、クリティカル・ペダゴジ
ー、アイデンティティー、⽇系社
会等）
(b) 担当者による研究の紹介 (第⼆
⾔語ライティング等）

第１５回 今井純⼦

まとめ
(a) 学⽣による成果発表

復習: 配布資料を再読し、⾃⼰の学習体験を振り返り、内容
理解を深める。(30分)
予習︓指定の配布資料を読み、疑問に思った点を事前にリ
ストし、授業での議論に備える。(90分)
復習: 配布資料を再読し、⾃⼰の学習体験を振り返り、内容
理解を深める。(30分)
予習︓指定の配布資料を読み、疑問に思った点を事前にリ
ストし、授業での議論に備える。(90分)
復習: 配布資料を再読し、⾃⼰の学習体験を振り返り、内容
理解を深める。(30分)

予習︓指定の配布資料を読み、疑問に思った点を事前にリ
ストし、授業での議論に備える。(90分)
復習: 配布資料を再読し、⾃⼰の学習体験を振り返り、内容
理解を深める。(30分)
予習︓成果の共有に向けて、スライドや配布資料を準備す
る。(90分）
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(b) 学習の振り返り
(c) 主な研究課題と研究⽅法の紹 復習︓今学期の学習内容を⾃⼰の学習体験を合わせて振り
介
返り、関係性を⾒出す。(30分)
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授業科⽬名

コミュニケーション（翻訳）

授業形態

講義

英語科⽬名

Communication: Translation

開講学期

前期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

⿑藤 美野

ナンバリング

4404

科⽬担当者
⿑藤 美野
授業の概要
「翻訳」は、A⾔語をB⾔語へ変換するだけの単純な⾏為ではなく、異なる⾔語を⽤い、⽂化や社会、政治、思想なども
異にする⼈たちの間を繋ぐ営み、すなわちコミュニケーションである。そのような営みである翻訳について明確に理解
することを⽬指し、翻訳の歴史、現代社会における役割、さまざまなジャンル、訳出法、さらに翻訳について考えるた
めの翻訳学の諸理論を学習する。授業は、講義を中⼼に進めるが、グループ・ワークや個⼈で翻訳作品の分析に取り組
み、発表するなど、受講⽣が積極的に参加できる機会を随時⽤意する。授業内外での練習を踏まえ、⾝の回りにある翻
訳について、個々に独⾃の研究を⾏う。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
授業の達成⽬標
１．翻訳を異⽂化を繋ぐコミュニケーションと捉えた上で、翻訳の歴史や役割、ジャンル、訳出法について理解、説明
できる。
２．翻訳について考えるための基本的な翻訳学の理論について理解し、説明できる。
３．理論を⽤いて翻訳テクストの分析を⾏える。
成績評価⽅法
授業内課題・グループワークへの参加・貢献度（40%）、中間課題（講義・教科書から学んだ点の理解度）（20%）、
レポート（各概念・理論の理解・応⽤度合、論理性）（40%）の合計点により最終評価を⾏う。
3分の2以上の授業回出席を評価の前提条件とし、⽋席は減点とする。
※授業形態（オンライン・対⾯）によって、授業計画とともに⼀部変更の可能性あり
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
【履修者数の制限】履修者数の上限を50名とする。履修希望者が左記の上限を上回る場合、初回授業中に、上の学年の
学⽣を優先したうえで抽選を⾏う。同学年のなかでは、教職課程履修者を優先したうえで抽選する（教職必修科⽬のた
め）。履修希望者は、初回授業に必ず出席すること。
【課題・準備】「授業時間外の指導等」欄をよく読み、毎回の授業のために必要な準備を⽋かさず⾏うことを期待す
る。
授業で学んだ「翻訳」と⾃⾝の⽣活との関わりに意識を向けて、⾒つけた「翻訳」をレポートの題材とする。
テキスト・参考書
教科書︓⿃飼玖美⼦（編著）（2013）『よくわかる翻訳通訳学』ミネルヴァ書房
オフィスアワー
初回授業にて告知する。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
講義・授業中、およびGoogle Classroom経由で、適宜フィードバックを⾏う。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数
1

担当
⿑藤 美野

授業内容
異⽂化コミュニケーションとして
の翻訳
1) 「翻訳」にはどのようなジャン
ルがあり、私たちの⽣活とどのよ
うに関わるのか学ぶ
2) 「⽂化」「コンテクスト」等の

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
【予習】翻訳にはどのような種類があるか、⾝近な例を探
し、書き出しておく（90分）
【復習】⾝の回りにある翻訳を、ジャンル、異⽂化コミュ
ニケーション、コンテクスト等の観点から分析する（90
分）
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概念を理解した上で翻訳との関連
を考える

2

3

4

5

6

7

8

9

⿑藤 美野

【予習】教科書の「翻訳と通訳を学ぶにあたって必要な⽤
翻訳学とは何か
語」（pp. iii-iv）、「翻訳学の「マップ」」（pp. 114-115）
1) 翻訳学の基本⽤語を覚える
を読み、⼤切な点を書き出しておく（90分）
2) 翻訳を研究する学問分野である
【復習】本⽇の授業で学んだことを、ノート等に⾃分のこ
翻訳学の研究対象を概観する
とばでまとめ直す（90分）
翻訳の歴史
1) 歴史上、翻訳が果たした重要な
役割について考える
2) ⽇本の明治期における、翻訳と
近代化の関連を探る

【予習】教科書の「翻訳と明治の近代化①」「翻訳と明治
の近代化②」（pp. 18-21）を読み、⼤切な点を書き出して
おく（90分）
【復習】本⽇の授業で学んだことを、ノート等に⾃分のこ
とばでまとめ直す（90分）

現代社会における翻訳
1) 現代において翻訳が担う役割を
確認する
2) 翻訳者の仕事に対する態度、設
定する狙い、選択する訳出法など
を学ぶ

【予習】教科書の「翻訳者の役割」（pp. 44-45）を読み、
⼤切な点を書き出しておく（90分）
【復習】本⽇の授業で学んだことを、ノート等に⾃分のこ
とばでまとめ直し、独⾃の例も加える（90分）

⿑藤 美野

古典的翻訳理論
1) 紀元前から論ぜられてきた翻訳
理論の初期のものを確認する。
2) 古典的理論と現在の翻訳研究の
問題意識の共通点を探る

【予習】教科書の「⻄洋の古典的翻訳理論」（pp. 112-11
3）を読み、⼤切な点を書き出しておく（90分）
【復習】本⽇の授業で学んだことを、ノート等に⾃分のこ
とばでまとめ直す（90分）

⿑藤 美野

現代の翻訳理論︓等価
1) 起点・⽬標テクスト間の関係性
を捉えるための「等価」概念を学
ぶ
2) 等価概念の翻訳研究における重
要性を考える

⿑藤 美野

⿑藤 美野

⿑藤 美野

⿑藤 美野

⿑藤 美野

10

⿑藤 美野

11

⿑藤 美野

【予習】教科書の「等価」（pp. 118-119）を読み、⼤切な
点を書き出しておく（90分）
【復習】本⽇の授業で学んだことを、ノート等に⾃分のこ
とばでまとめ直す（90分）

☆中間課題提出
現代の翻訳理論︓機能主義的アプ
ローチ
1) 「スコポス」概念について理解
する
2) 翻訳の⽬的と訳出法の関係を考
える

【予習】教科書の「機能主義的アプローチ（スコポス理
論）」（pp. 122-123）を読み、⼤切な点を書き出しておく
（90分）
【復習】本⽇の授業で学んだことを、ノート等に⾃分のこ
とばでまとめ直す（90分）

中間課題鑑賞会
クラスメイトの課題を鑑賞し、コ
メントを執筆する

【予習】これまでに学んだ事柄と結び付けながら、クラス
メイトの課題を全て確認する（90分）
【復習】コメントを執筆し提出する（90分）

現代の翻訳理論︓等価〈事例研
究〉
1)「等価」概念について復習する
2)「等価」概念を⽤いた分析をグ
ループで⾏い、結果を報告する

【予習】事例分析のための指定資料を読み、⾃分なりの考
察をしておくこと（90分）
【復習】前回の復習としてまとめた内容に、事例研究の結
果を書き加える（90分）

現代の翻訳理論︓機能主義的アプ
ローチ〈事例研究〉
1) 「テクストタイプ」概念につい
て理解する
2) ジャンルと訳出法の関係を考え
る

【予習】教科書の「翻訳のテクストタイプ」（pp. 124-12
5）を読み、⼤切な点を書き出しておく（90分）
【復習】本⽇の授業で学んだことを、ノート等に⾃分のこ
とばでまとめ直す（90分）

現代の翻訳理論︓機能主義的アプ
ローチ〈事例研究〉
1) 機能主義的アプローチの復習を
する
2) 「スコポス」及び「テクストタ
イプ」概念を⽤いた分析をグルー

【予習】事例分析のための指定資料を読み、⾃分なりの考
察をしておく（90分）
【復習】前回の復習としてまとめた内容に、事例研究の結
果を書き加える（90分）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0290001
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プで⾏い、結果を報告する

12

13

14

15

⿑藤 美野

⿑藤 美野

⿑藤 美野

⿑藤 美野

現代の翻訳理論︓異質化と受容化
1) 「異質化」「受容化」概念を理
解する
2) 翻訳者の「不可視性」について
考える

【予習】教科書の「異質化と受容化（翻訳者の不可視
性）」（pp. 136-137）を事前に読み、⼤切な点を書き出し
ておく（90分）
【復習】授業を振り返りながら、レポート執筆の準備をす
る（90分）

現代の翻理論︓異質化と受容化
〈事例研究〉
1) 「異質化」「受容化」概念の復 【予習】事例分析のための指定資料を読み、⾃分なりの考
習をする
察をしておく（90分）
2) 「異質化」「受容化」概念を⽤ 【復習】レポート執筆を進める（120分）
いた分析をグループで⾏い、結果
を報告する
※⽇程変更可能性あり
ゲスト講義
北代美和⼦⽒（翻訳家，東京外国
語⼤学講師）
「翻訳をするということ」

【予習】指定資料を読み、指⽰に従い準備しておく（90
分）
【復習】レポートを完成させる（120分）

レポートの報告とまとめ
1) レポート⽤に⾏った事例研究の
内容を報告する
2) 本授業で学んだ概念や理論を振
り返り、多様な⽂化・歴史的コン
テクストと翻訳に関する問題意識
の変遷との繋がりを考え、各時
代・⽂化においてコミュニケーシ
ョンとしての翻訳がどのように機
能してきたか確認する

【予習】レポートの内容を報告する準備を⾏う（レポー
ト・報告の詳細は、授業内で説明する）（90分）
【復習】クラスメイトの発表から知った事柄を、本授業で
学んできた理論等と結びつけながら振り返り、翻訳に対し
新しく得た視点をノート等にまとめる（90分）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0290001

3/3

2021/5/18

JUNTENDO PASSPORT

2021/05/18(⽕)12:48
授業科⽬名

コミュニケーション（通訳）

授業形態

講義

英語科⽬名

Communication: Interpreting

開講学期

前期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

平塚 ゆかり

ナンバリング

4405

科⽬担当者
平塚

ゆかり

授業の概要
通訳は古来より異⽂化間，異⾔語間の意思伝達のため翻訳に先駆けて⾏なわれてきた。通訳とはいかなる⾏為なのかを
探るため、本講義ではまず⽇本と世界における通訳の歴史を繙き、これまで通訳が果たしてきた役割を振り返る。次
に、現代社会における通訳を①異⽂化コミュニケーションと通訳、②職業としての通訳 ③通訳教育 ④通訳研究 ⑤
グローバリゼーションと通訳 などの各アプローチから、その役割と意義、現状と課題について議論を⾏なう。
【関連するディプロマポリシー(DP)】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
１．通訳とは、単なる⾔語の置き換えではなく「異⽂化コミュニケーション」としての営為であることを理解、説明で
きる。
２．通訳を体系的・理論的に理解し、⾃分の⾔葉で説明できる。
３．通訳の果たす役割と⽇本の通訳の現状を把握し、その課題について思索する。
成績評価⽅法
授業への出席、参加・貢献度（25％）、リアクションペーパー（25％）学期末レポート試験（50％）
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
「授業時間外の指導等」欄の指⽰をよく読み、毎回の授業には適切な準備を⾏なったうえで参加すること。授業におい
て積極的な発⾔や参加を歓迎する。
テキスト・参考書
教科書︓⿃飼玖美⼦（編著）（2013）『よくわかる翻訳通訳学』ミネルヴァ書房．
毎回の授業内容に関する書籍や論⽂は授業の際に指⽰する。
オフィスアワー
外部講師のため、授業前後の時間で対応する。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
授業内で適宜返却予定。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

1

担当

平塚

授業内容

通訳とは何か
通訳訓練⽅法、通訳に必要な準備
ゆかり とは 通訳訓練体験を通して通訳と
いう営為を知る

通訳の種類

2

平塚

ゆかり

3

平塚

ゆかり 職業としての通訳

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
【予習】初回の授業までに教科書の「はじめに」（pp. i-ii）
と「翻訳と通訳を学ぶにあたって必要な⽤語」（p. iii）を
読み、疑問点や感想をまとめて授業に参加すること。（90
分）
【復習】授業内で指⽰する。（90分）
【予習】教科書の「同時通訳／逐次通訳（ウィスパリング
／サイト・トランスレーション）」「対話通訳／⼿話通
訳」（pp. 52-54）ならびに指定された⽂献を読み、疑問点
や感想をまとめて授業に参加すること。を読んでおくこ
と。（90分）
【復習】授業内で指⽰する。（90分）
【予習】教科書の「会議通訳」「ビジネス通訳」「放送通
訳」「司法通訳／法廷通訳」「コミュニティ通訳（医療／
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教育）」「通訳案内⼠（通訳ガイド）」（pp. 56-67）なら
びに指定された⽂献を読み、疑問点や感想をまとめて授業
に参加すること。を読んでおくこと。（90分）
【復習】授業内で指⽰する。（90分）

4

5

6

7

8

9

平塚

平塚

平塚

平塚

平塚

平塚

新⼤陸の通訳者
グローバリゼーション時代におけ
る通訳と異⽂化コミュニケーショ
ゆかり
ン、多⾔語社会としての⽇本にお
ける通訳

会議通訳から同時通訳の誕⽣
ニュルンベルグ裁判と東京裁判に
ゆかり
おける通訳

ゆかり 通訳学とは何か
司法通訳の現状
司法通訳者である外部講師を招
ゆかり き、司法通訳についての講義を聞
く

ゆかり

正確な通訳とは

【予習】教科書の「翻訳通訳と異⽂化コミュニケーショ
ン」（pp. 2-3）「グローバリゼーションと通訳」（pp. 10 11）「⽇本の多⾔語化とコミュニティ」（pp. 28-29）「新
⼤陸の通訳者」（pp. 30-31）ならびに指定された⽂献を読
み、疑問点や感想をまとめて授業に参加すること。（90
分）
【復習】授業内で指⽰する。（90分）
）【予習】教科書の「会議通訳の誕⽣︓パリ講和会議」
「同時通訳の誕⽣︓ニュルンベルグ裁判」（pp. 34-37）、
「東京裁判」（pp. 22-23）「戦後外交と同時通訳」「アポ
ロ宇宙中継と同時通訳」（pp. 24 -27）、ならびに指定され
た⽂献を読み、疑問点や感想をまとめて授業に参加するこ
と。（90分）
【復習】授業内で指⽰する。（90分
【予習】教科書のXII「通訳学」（pp.156-163）並びに指定
された⽂献を読み、疑問点や感想をまとめて授業に参加す
ること。（90分）
【復習】授業内で指⽰する。（90分）
【予習】課題図書を読んで参加すること。（90分）
【復習】授業内で指⽰する。（90分）
【予習】教科書の「3種類の翻訳」（pp.4-5）、「等価」
（pp. 118-119）、「普遍的特性」（pp. 132-133）、「⾔語
⼈類学」（pp.164-165）、「語⽤論」（pp. 168-169）なら
びに指定された⽂献を読み、疑問点や感想をまとめて授業
に参加すること。（90分）
【復習】授業内で指⽰する。（90分）

ゆかり 中国の通訳史

【予習】教科書の「中国の通訳」（pp. 32-33）、「 中国通
訳史と仏典翻訳」（pp. 40-41）、「中国の翻訳論︓厳復の
『信達雅』」（pp. 148-149）を読み、疑問点や感想を授業
で述べられるようにまとめて授業に参加すること。（90
分）
【復習】授業内で指⽰する。（90分）

10

平塚

ゆかり ⽇本の通訳史

【予習】教科書の「古代⽇本の通訳」（pp. 14-15）、「⻑
崎通詞」（pp. 16-17）、事前に配布した⽂献を読み、疑問
点や感想を授業で述べられるようにまとめて授業に参加す
ること。（90分）
【復習】授業内で指⽰する。（90分）

11

平塚

ゆかり ⽇本の通訳︓現状と課題

【予習】指定された⽂献を読み、疑問点や感想をまとめて
授業に参加すること。（90分）
【復習】授業内で指⽰する。（90分）

平塚

ゆかり 通訳者の役割と規範

【予習】教科書の「通訳者の役割」、（pp. 46-47）、「翻
訳者・通訳者の倫理規定」「透明性、中⽴性」（pp. 48-5
1）を読み、疑問点や感想を授業で述べられるように準備し
ておく。（90分）
【復習】授業内で指⽰する。（90分）

13

平塚

通訳教育の現状と課題
ゆかり 通訳学校の講師を招き、通訳教育
の現場についての講演を聞く

【予習】教科書の「適正と資格」（pp. 94-95）、「通訳者
コンピタンスと訓練」「⾼等教育機関での翻訳者・通訳者
養成」（pp. 98-101）を読み、疑問点や感想を授業で述べ
られるようにまとめて授業に参加すること。（90分）
【復習】授業内で指⽰する。（90分）

14

平塚

ゆかり 後半のまとめ

【予習】後半のトピックについてフリーディスカッション
を⾏なうので、適宜準備しておくこと。（90分）
【復習】授業内で指⽰する。（90分）

15

平塚

ゆかり 学期のまとめ

学期末レポート提出（レポートのテーマや提出期限等の詳
細は授業内で指⽰する）（90分）
【復習】授業内で指⽰する。（90分）

12
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[講義⽇程]
8/3, 4, 10, 11︓ 各⽇1-4限
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2021/05/18(⽕)18:05
授業科⽬名

⽂化としての記号(⽂化記号論)

授業形態

講義

英語科⽬名

Cultural Semiotics

開講学期

後期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

浅野 浩代

ナンバリング

4406

科⽬担当者
浅野

浩代

授業の概要
本講義では、＜⾃然と⽂化＞という⼈間を取り巻く全ての事象を理論的かつ包括的に理解・分析する枠組みとして、⽂
化記号論を学習する。⽂化記号論とは、類像性、指標性、象徴性という原理を下敷きにし、⼈間の認識が⽴ち現れる仕
組み、世界が主に⾔語を通して意味化／記号化される過程を審らかにするものである。授業では、⽂化記号論があらゆ
る学問分野を体系的に接合する理論であることを理解し、⾝の周りで起きる多様な⽂化現象を領域横断的に思考する基
盤となりうることについて学習する。また必要に応じて、英語（⽂化）や他⾔語（⽂化）における具体的な記号現象を
考察し、⽂化現象としての英語によるコミュニケーションへの理解を深め、異⽂化理解へのさらなる⼀助に繋げる。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
授業の達成⽬標
１．⼈間が認識できる全ての事象は、「⽂化現象である」という考え⽅について理解を深める。
２．「⽂化現象である」とは、世界が意味を伴って現れること（記号化されること）であることを学習する。
３．⽂化記号論の広範な射程を理解し、⾝の周りで⽣じる様々な事象だけではなく、異なる（⾔語・）⽂化圏で起きる
全ての事象を「記号現象」として捉え、探求する姿勢を養う。
成績評価⽅法
通常点（20％）、中間レポート（30％）、学期末レポート（50％）の総合点により最終評価をする。
通常点は単なる出席回数ではなく、１）各授業への参加度合い（課題への取り組み）、２）リアクション・ペーパーの
内容をあわせて判断する。
3分の2以上の授業回出席を評価の前提条件とし、⽋席は減点とする。
成績評価基準︓１．⽂化記号論で⽤いられる専⾨⽤語・概念を適切に説明できるかどうか ２．⾃分の⾝の周りの事象
を⽂化記号論における専⾨⽤語・概念を⽤いながら、的確かつ論理的に分析・考察することができるかどうか ３．⽂
化記号論的な姿勢をもって世界を捉える意義について、⾃分⾃⾝の考えを明確に表すことができるかどうか
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
・毎回の授業に臨むにあたって、「授業時間外の指導等」の欄に記載された【予習・復習】を⽋かさず⾏うよう⼼が
け、各授業内での課題に、積極的に、かつ真摯に取り組むことを期待する。
・各レポート執筆の際は、講義内で学んだ専⾨⽤語・概念を⽤いて分析・考察することが求められるので、講義出席の
みならず指定教科書を読み、専⾨⽤語・概念の理解に積極的に努める態度が望まれる。
・授業の運営上、80名を上限とする。履修希望者が上限を上回る場合は、上級学年の学⽣と春期履修登録者を優先して
抽選を⾏う。履修希望者は、初回授業に必ず出席すること。
・スケジュールは履修⼈数や状況に応じて変更の可能性がある。
テキスト・参考書
教科書︓池上嘉彦（1984）．『記号論への招待』岩波書店．
参考書︓有⾺道⼦（2015）．『⽇英語と⽂化の記号論』開拓社．
その他、授業にて適宜指⽰、配布をする。
オフィスアワー
授業終了後に教室で質問を受け付ける。
また必要に応じて、E-mailやGoogle Classroom（初回授業時に詳細を提⽰）でも質問を受け付ける。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
講義内やGoogle Classroomを利⽤し、適宜補⾜解説を⾏う。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
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⽰）

1

2

3

4

5

6

浅野

浅野

浅野

浅野

浅野

浅野

浩代

浩代

浩代

浩代

浩代

浩代

7

浅野

浩代

8

浅野

浩代

ことばを捉え直す
︓ことばから記号へ
1）現代記号論における「記号」と
は何かについて理解する
2）ことばについての新しい認識を
深める

【予習】（90分）
教科書を⽤意し、教科書の以下のページ︓（pp.2-7）と（p
p.10-11）「ことばについての新しい認識」を読んでおく。
【復習】（90分）
本授業で学んだことをノートにまとめ直し、⼈間を取り巻
く全ての事象を記号作⽤として考える意義について復習す
る。

コミュニケーションの仕組み①
1）コミュニケーションの2つの型
を学
ぶ
2）「コード」、「コンテクスト」
などの概念を覚える

【予習】（90分）
教科書（pp.36-44）を読み、重要な点を書き出しておく。
【復習】（90分）
本授業で学んだことをノートにまとめ直し、⾝の周りの出
来事と関連させながら⼤切な点を確認しておく。

【予習】（90分）
パース記号論アプローチの導⼊
教科書（pp.54-62）を読み、重要な点を書き出しておく。
コミュニケーションの仕組み②
【復習】（90分）
1）⼈間的なコミュニケーションと
本授業で学んだことをノートにまとめ直し、⾝の周りの出
「仮説的推論」について学ぶ
来事と関連させながら⼤切な点を確認しておく。

コミュニケーションの仕組み③
1）⼈間的なコミュニケーションと
「仮説的推論」についての事例研
究

【予習】（90分）
⾝の周りの事象を記述し、「仮説的推論」を⽤いて説明、
発表ができるようにしておく。
【復習】（90分）
本授業で学んだことをノートにまとめ直し、⾝の周りの出
来事と関連させながら⼤切な点を確認しておく。

ソシュール記号論アプローチの導
⼊
記号と意味作⽤①
1）「記号表現」と「記号内容」に
ついて学ぶ
2）「記号表現」と「記号内容」は
恣意的な関係であることを理解す
る︓異なる（⾔語・）⽂化圏で
は、特に両者の関係が顕著となる
ことを確認する

【予習】（90分）
教科書（pp.66-72）を読み、重要な点を書き出しておく。
【復習】（90分）
本授業で学んだことをノートにまとめ直し、⾝の周りの出
来事と関連させながら⼤切な点を確認しておく。

記号と意味作⽤②
1）「記号内容」は、「意味」なの
か、「指⽰物」なのか、というこ
とについて理解をする
2）「意味」と「指⽰物」の通常の
関係性と逆転した関係性について
確認する

【予習】（90分）
教科書の以下のページ︓（pp.88, line9-92）と（pp.98, line
12-101, line8）を読み、重要な点を書き出しておく。
【復習】（90分）
本授業で学んだことをノートにまとめ直し、⾝の周りの出
来事と関連させながら⼤切な点を確認しておく。

記号と意味作⽤③
1）「記号表現」と「指⽰物」の関
係
︓有契性と無契性について学ぶ
2）パース記号論における3つの原
理︓類像性、指標性、象徴性につ
いての知識を深める

【予習】（90分）
教科書（pp.101, line9-108）を読み、重要な点を書き出し
ておく。
【復習】（90分）
本授業で学んだことをノートにまとめ直し、⾝の周りの出
来事と関連させながら⼤切な点を確認しておく。
また、本⽇までの授業を振り返りながら中間レポートの準
備をする。

記号と意味作⽤④
1）3つの原理︓類像性、指標性、
象徴性についての知識を下敷きに
して、事例研究を⾏う

【予習】（90分）
3つの原理︓類像性、指標性、象徴性についての知識を下敷
きにして、指定資料の分析をしておく。
【復習】（90分）
本授業で学んだことをノートにまとめ直し、⾝の周りの出
来事と関連させながら⼤切な点を確認しておく。
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また、本⽇までの授業を振り返りながら中間レポートの準
備をする。

9

10

11

浅野

浅野

浅野

浩代

浩代

浩代

12

浅野

浩代

13

浅野

浩代

「分節」と意味作⽤
1）分節、コード、意味作⽤につい
て理解を深める
2）2つの異なるレベルでの意味作
⽤
︓「表⽰義」と「共⽰義」につ
いて学ぶ

【予習】（90分）
教科書の以下のページ︓（pp.109-112）と（pp.120, line4-1
23）を読み、重要な点を書き出しておく。
【復習】（90分）
本授業で学んだことをノートにまとめ直し、⾝の周りの出
来事と関連させながら⼤切な点を確認しておく。
また、本⽇までの授業を振り返りながら中間レポートの準
備をする。

記号と統辞
1）統辞的なコードについて理解す
る
2）統辞的な連鎖が1つの記号とし
て記号内容を伴う（＝イディオム
現象である）ことを、「表⽰
義」・「共⽰義」との関連で捉え
る

【予習】（90分）
教科書の以下のページ︓（pp.123, line13-128）と（pp.155,
line15-158, line10）を読み、重要な点を書き出しておく。
【復習】（90分）
本授業で学んだことをノートにまとめ直し、⾝の周りの出
来事と関連させながら⼤切な点を確認しておく。

⽂化を記号として捉える①
︓ソシュール記号論からのアプロ
ーチ
1）ソシュール記号論を⾜掛かりと
した応⽤研究を理解する
2）様々な⽂化的対象を「記号」と
して捉え直す︓⾐服、⾝振り、宝
⽯などの⾝近な対象を取りあげ、
学⽣⾃⾝の経験と照らし合わせな
がら理解を深める
3）種々の⽂化的対象の「⽂化的価
値」を「記号内容」として理解す
る
4）⾔語と⽂化の相同性を確認す
る︓
a) ⺠話、迷信、遊びなどの具体例
から考察する
b) ⽇本語と⽇本⽂化（⾐・⾷・住
など）、英語と英語圏の⽂化
（⾐・⾷・住など）の相同性につ
いても確認をする

【予習】（90分）
教科書の以下のページ︓（p.192）と（pp.216「なぜ⾔語な
のか」の部分-225）を読み、重要な点を書き出しておく。
【復習】（90分）
本授業で学んだことをノートにまとめ直し、⾝の周りの出
来事と関連させながら⼤切な点を確認しておく。

⽂化を記号として捉える②
︓パース記号論からのアプローチ
1）パース記号論を⾜掛かりとした
応⽤研究を理解する
2）様々な⽂化的対象を「記号」と
して捉え直す︓オノマトペ、国
旗、アニメ・漫画、書道、広告な
ど⾝近な対象を取りあげ、学⽣⾃
⾝の経験と照らし合わせながら理
解を深める
3）種々の⽂化的対象の「⽂化的価
値」を「記号内容」として理解す
る
4）⾔語と⽂化の相同性を確認する
a) ⽇本語と⽇本⽂化は、コンテク
スト依存性が⾼く、「仮説的推
論」を要するものであることを再
確認する

【予習】（90分）
教科書の以下のページ︓（p.192）と（pp.216「なぜ⾔語な
のか」の部分-225）を読み、重要な点を書き出しておく。
【復習】（90分）
本授業で学んだことをノートにまとめ直し、⾝の周りの出
来事と関連させながら⼤切な点を確認しておく。
また、本⽇までの授業を振り返りながら学期末レポートの
準備をする。

詩的機能と創造性
1）異化の⼿法を理解する

【予習】（90分）
教科書の以下のページ︓（pp.193-211）と
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2）⽇常⽣活で様々な異化の⼿法が 「異化」に関する指定資料を読み、重要な点を書き出して
取り⼊れられていることを確認す おく。
る
【復習】（90分）
本授業で学んだことをノートにまとめ直し、⾝の周りの出
来事と関連させながら⼤切な点を確認しておく。
また、本⽇までの授業を振り返りながら学期末レポートの
準備をする。

14

15

浅野

浅野

浩代

浩代

テクストと「話す主体」
1）統辞的単位とテクストの整合性
について学ぶ
2）「話す主体」としての⼈間の働
きは、テクストレベルで典型的に
現れることを理解する
3）「主体」としての⼈間が関わる
と、主体的に「仮説的推論」や
「知識体系」、「コンテクスト」
などの参照がなされる点について
理解する
4）テクストの「ジャンル」をコー
ドとして認識する

【予習】（90分）
教科書の以下のページ︓（pp.160-165, line13）、（pp.172,
line15-174, line7）、（pp.178-181）と（pp.186, line10-18
9）を読み、重要な点を書き出しておく。
【復習】（90分）
本授業で学んだことをノートにまとめ直し、⾝の周りの出
来事と関連させながら⼤切な点を確認しておく。
また、本⽇までの授業を振り返りながら学期末レポートの
準備をする。

【予習】（90分）
教科書の以下のページ︓（pp.236-245）を読み、重要な点
⽂化記号論を体験的にまとめる
を書き出しておく。
1）これまでの授業を振り返り、⽂
本⽇までの授業を振り返りながら学期末レポートを執筆す
化記号論の基本的な姿勢を再確認
る。
する
【学期末レポート課題】
2）共有してきた様々なコミュニケ
これまで学んだ概念を⽤いて、⾝近な事例を取り上げ、そ
ーション現象を記号論的視点から
の現象を理論的に記述・分析すること。それをレポートと
考察しながら、多様な⽂化を体験
して提出すること。
的に理解する
※箇条書きではなく、「論⽂」として執筆し提出をするこ
3）今後、異⽂化社会を理解する
と。
際、⽂化記号論の知⾒がどのよう
【復習】（90分）
に活かされるのかについて、具体
これまでの授業を振り返り、全ての事象を「記号」として
的な場⾯を想定しつつクラスメイ
捉えることでもたらされた、新たな世界の⾒⽅について確
トと話し合う
認をする。
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授業科⽬名

異⽂化適応

授業形態

講義

英語科⽬名

Intercultural Adaptation

開講学期

後期

対象学年

2

単位数

2

科⽬責任者

髙濵 愛

ナンバリング

4407

科⽬担当者
髙濵

愛

授業の概要
異⽂化適応は、基本的には、例えば⽇本からアメリカに留学するというように、ある⽂化から他の⽂化への移動に伴っ
て⽣じる現象である。この講義では異⽂化適応を、こうした環境移⾏に際し⼼⾝に障害がないことに加えて、学業や仕
事といった⽬標達成との関係でも捉える。また、周囲の⼈々とより良い⼈間関係を築いたり、異⽂化性を克服したりと
いった側⾯からも捉えていく。こうした各種の困難を乗り越えることで、最終的には異⽂化理解ができるようになると
考える。
講義の前半では、異⽂化適応に関する基本的な知識や理論について学ぶ。後半では、前半で学んだ知識を、例えば海外
留学先といった実際の⽣活において活⽤できるようになることを⽬指す。これらを通じて、様々なバックグラウンドを
持つ⼈々と協働していく上で求められる異⽂化理解の⼒を⾼めることを⽬標とする。

【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
授業の達成⽬標
1) 異⽂化適応に関する基本的な概念・理論・モデルについて知る。
2) アメリカへの留学を例にとって、留学先で役⽴つソーシャルスキルを体験型・参加型の授業を通じて修得する。
3) 上記の1と2を通じて、異⽂化理解の⼒を⾼める。
成績評価⽅法
各講義後に提出するリアクションペーパー（50%）と最終回に実施する期末試験（50%）の結果を総合的に評価する。
なお、出席が基準の回数を満たすことが評価の前提である。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
・短期海外研修や、派遣留学などに初めて参加を希望・予定する学⽣が、渡航前に受講するのに適した講義である。そ
のため、海外留学初⼼者の履修を勧める。本講義への参加を通じて、その後の海外⽣活が豊かなものになるよう応援し
たいと考えている。既に海外滞在等の経験を有する学⽣が受講する場合は、その体験を可能な限り積極的に共有してい
くことが望ましい。
・講義で扱うテーマが、過去・現在・未来の⾃分（たち）の⽣活とどのようなかかわりがあるのかを考えながら履修す
ること。
テキスト・参考書
＜テキスト＞
なし
※適宜プリントを配布する。
＜参考書＞
稲村博(1980)『⽇本⼈の海外不適応』⽇本放送出版協会
⽥中共⼦(1994)『アメリカ留学ソーシャル・スキル︓通じる前向き会話術』アルク
Paige, M. et al. (2009) “Maximizing Study Abroad: A Student's Guide to Strategies for Language and Culture Learning an
d Use” University of Minnesota.
上記の他、必要に応じて適宜紹介する。
オフィスアワー
⾦曜⽇11時から13時まで。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
リアクションペーパーやプレゼンテーション等に対しては、講義内でフィードバックを⾏う。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数
1

担当
髙濵

授業内容
オリエンテーション
講義概要、スケジュール等を紹介

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
【予習】シラバスをよく読んで、講義の概要や計画を理解
しておく。（90分）
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する。
【復習】講義全体の説明を聞いたうえで、⾃分⾃⾝の受講
※各回の冒頭に、ペアまたはグル 計画や⽬標を設定する。（90分）
ープ（2-4⼈）によるミニワークを
⾏う予定。

2

3

4

5

6

7

髙濵

異⽂化適応とは
異⽂化適応とはどういうことなの
か、また異⽂化適応の種類につい
て知る。

【予習】配布されたプリントを読んでおく。（90分）
【復習】⾃分がこれまでにどのような異⽂化適応を体験し
てきたかを思い出し、ノート等に記しておく。（90分）

髙濵

異⽂化適応とカルチャーショック
(1)
異⽂化適応のモデルについて学
ぶ。

【予習】配布されたプリントを読んでおく。（90分）
【復習】前週にノートに記した⾃分の体験と、学習したモ
デルとにどのような相違があるかを⽐較する。（90分）

髙濵

異⽂化適応とカルチャーショック
(2)
シミュレーションゲームで異⽂化
を疑似体験する。
（※受講⼈数により、シミュレー
ションゲームの内容を決定す
る。）

【予習】配布されたプリントを読んでおく。（90分）
【復習】シミュレーションゲームを通じて、最も印象に残
ったことや気づいたことをノート等に記録しておく。（90
分）

髙濵

異⽂化適応とカルチャーショック
(3)
シミュレーションゲームで異⽂化
を疑似体験する。
（※受講⼈数により、シミュレー
ションゲームの内容を決定す
る。）

【予習】配布されたプリントを読んでおく。（90分）
【復習】シミュレーションゲームを通じて、最も印象に残
ったことや気づいたことをノート等に記録しておく。（90
分）

髙濵

髙濵

⽇本における外国⼈の異⽂化適応
在⽇外国⼈留学⽣を例に、異⽂化
適応を考える。
⽇本語教育分野等における取り組
みを紹介する。
グループ発表課題に関する説明
講義の後半で⾏うグループ発表に
関して課題内容やスケジュールを
連絡する。
海外における⽇本⼈の異⽂化適応
海外で学ぶ⽇本⼈留学⽣を例に、
異⽂化適応を考える。
英語教育分野等における取り組み
を紹介する。
グループ発表の準備
グループのメンバーとともに、発
表のテーマとする課題を選択す
る。

【予習】「外国⼈留学⽣在籍状況調査結果」（JASSO）や
在留外国⼈調査の公表資料（法務省ウェブサイト）を参考
にして、どのような国や地域から、どのような⽬的で⽇本
に滞在する外国⼈がいるのかを調べる。（90分）
【復習】⾃分の住んでいる市区町村には、どのような国や
地域から、どのような⽬的で滞在している外国⼈がいるの
かを調べ、⽇常⽣活における⾃分との接点を考える。ま
た、グループ発表のメンバーを決めておく。（90分）

【予習】「海外在留邦⼈数調査統計」（外務省領事局政策
課）等を参考にして、どのような国や地域に⽇本⼈が多い
か、などを調べる。（90分）
【復習】⾃分が海外に留学したり海外で仕事をしたりする
場合に滞在したいと思う国・地域を選ぶ。また、そこにど
のような⽇本⼈がいるかを調べる。グループ発表のメンバ
ーと発表テーマを決めて担当教員に連絡する。（90分）

髙濵

ソーシャルスキルとソーシャルサ
ポートネットワーク(1)
ソーシャルスキルとは何か、ソー
シャルサポートとは何かを学ぶ。
異⽂化適応とソーシャルスキルと
の関係について知る。アメリカ
ン・ソーシャルスキルを例として
学ぶ。

【予習】配布されたプリントを読んでおく。（90分）
【復習】ソーシャルスキルのリストをもとに、⾃分がもし
留学するなら学びたいと思うものを1-2種類選ぶ。（90分）

9

髙濵

ソーシャルスキルとソーシャルサ
ポートネットワーク(2)
異⽂化適応とソーシャルサポート
ネットワークとの関係について理
解する。

【予習】配布されたプリントを読んでおく。（90分）
【復習】⾃分のソーシャルサポートネットワークについ
て、講義内に配布したプリントを完成させる。また、もし
海外に留学した場合、どのようなネットワークが活⽤でき
るかを考える。（90分）

10

髙濵

グループ発表準備
グループ発表の準備を⾏う。

【予習】グループ発表の準備を⾏う。配布されたプリント
を読んでおく。（90分）

8
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【復習】今⽇の準備状況をもとに、⾃分のグループ発表に
向けての最終準備を⾏う。（90分）

11

12

13

14

15

グループ発表(1)

【予習】グループ発表の準備を⾏う。配布されたプリント
を読んでおく。（90分）
【復習】発表者は、⾃分のグループの発表を振り返って改
善点等気づいたことを記録しておく。参加しなかった者
は、今⽇の発表から⾃分の発表にどのような点がいかせる
かを考えてみる。（90分）

グループ発表(2)

【予習】グループ発表の準備を⾏う。配布されたプリント
を読んでおく。（90分）
【復習】発表者は、⾃分のグループの発表を振り返って改
善点等気づいたことを記録しておく。参加しなかった者
は、今⽇の発表から⾃分の発表にどのような点がいかせる
かを考えてみる。（90分）

髙濵

グループ発表(3)

【予習】グループ発表の準備を⾏う。配布されたプリント
を読んでおく。（90分）
【復習】発表者は、⾃分のグループの発表を振り返って改
善点等気づいたことを記録しておく。参加しなかった者
は、今⽇の発表から⾃分の発表にどのような点がいかせる
かを考えてみる。（90分）

髙濵

まとめ
これまでの講義の総括を⾏う。
期末試験について説明する。

【予習】これまでの講義を振り返り、分からなかった点が
ないか確認する。（90分）
【復習】講義で総括した内容を振り返り、期末試験に必要
な準備を進める。（90分）

期末試験
講義中に筆記試験を⾏う。

【予習】期末試験に向けて、これまでに学んだことを総復
習して備える。（90分）
【復習】この講義から学んだこと、気づいたこと等を振り
返り、現在の⽣活や将来のキャリア等にどういかせるかを
考えてみる。（90分）

髙濵

髙濵

髙濵
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授業科⽬名

⾮⾔語コミュニケーション

授業形態

講義

英語科⽬名

Nonverbal Communication

開講学期

前期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

原

ナンバリング

4408

和也

科⽬担当者
原 和也
授業の概要
対⼈コミュニケーションの場において意味の解釈・理解がなされる時、⾮⾔語メッセージは⾔語メッセージ以上に重
要な役割を持つと⾔われている。その研究領域は多岐に渡り、動作、視線、顔の表情、周辺⾔語、沈黙、⾝体接触、対
⼈距離、時間、⾊彩などがある。これらのチャンネルを通じて⾏われる⾮⾔語コミュニケーションでは、伝達されるメ
ッセージを誰もが同じように解釈することが困難である。なぜなら個⼈差、男⼥差、⽂化的差異、状況の差異などによ
ってその意味するところにずれが⽣じる可能性があるからである。グローバル化が進む現代において、国境を越えて活
躍する⼈々がコミュニケーションを円滑に⾏うために、このような⾮⾔語コミュニケーションに対する知識は今後益々
重要となっていく。これらの事柄を踏まえた上で、本講義では、学際的アプローチにより、⾮⾔語メッセージの諸相を
学習し、各研究領域における具体例を考察し理解を深めることを⽬標とする。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
⾮⾔語⾏動の⼼理的メカニズムについて充分な知識を得ており、⾼い感受性とともにバランスのとれたコミュニケーシ
ョン能⼒を⾼めることができる。
成績評価⽅法
1．期末試験（持込不可）︓60％
2. 動画分析レポート及び発表（グループワーク）︓ 40％
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
1．履修希望者は、第⼀回⽬の講義に必ず出席すること
2. 第⼀回⽬に配布するシラバスに記載された禁⽌事項を厳守すること
テキスト・参考書
テキスト︓毎回ハンドアウト（A3サイズ使⽤）を配布する
参考書（⾃習⽤）︓1. マジョリー・F・ヴァ－ガス（著）/⽯丸正（訳）（1987）『⾮⾔語コミュニケーション』新潮社.
2 パターソン、M. L. (2013)/⼤坊 郁夫（訳）『ことばにできない想いを伝える: ⾮⾔語コミュ
ニケーションの⼼理
学』誠信書房.
オフィスアワー
授業時間の前後
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
個別に対応する
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

1

2

担当

原 和也

原 和也

授業内容
オリエンテーション（授業の進め
⽅、分野の全体像）

⾮⾔語コミュニケーション・メッ
セージの特徴

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
事前︓ 講義要項を読み、授業のシステムを理解する（90
分）
事後︓各回のテーマを理解する（90分）
事前︓ 事前に与えられる問題に対して、答えを⽤意する
（90分）
事後︓授業内容を復習し、参考⽂献欄より選んだ⽂献を読
む（90分）
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原 和也

⾝体動作学

4

原 和也

視線接触学

5

原 和也

フィールド・ワーク調査法と調査
倫理

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

事前︓ 事前に与えられる問題に対して、答えを⽤意する
（90分）
事後︓授業内容を復習し、参考⽂献欄より選んだ⽂献を読
む（90分）
事前︓ 事前に与えられる問題に対して、答えを⽤意する
（90分）
事後︓授業内容を復習し、参考⽂献欄より選んだ⽂献を読
む（90分）
事前︓ 研究テーマの候補を⽤意してくる（90分）
事後︓テーマを決定し、調査計画を⽴てる（90分）

周辺⾔語

事前︓ 事前に与えられる問題に対して、答えを⽤意する
（90分）
事後︓授業内容を復習し、参考⽂献欄より選んだ⽂献を読
む（90分）

接触学

事前︓ 事前に与えられる問題に対して、答えを⽤意する
（90分）
事後︓授業内容を復習し、参考⽂献欄より選んだ⽂献を読
む（90分）

原 和也

近接空間学

事前︓ 事前に与えられる問題に対して、答えを⽤意する
（90分）
事後︓授業内容を復習し、参考⽂献欄より選んだ⽂献を読
む（90分）

原 和也

幼児の発達と⾮⾔語メッセージの
知覚

原 和也

原 和也

事前学修︓事前に与えられる問題に対して、答えを⽤意す
る（90分）
事後学修︓レスポンス・シートをまとめる（90分）

時間概念学

事前︓ 事前に与えられる問題に対して、答えを⽤意する
（90分）
事後︓授業内容を復習し、参考⽂献欄より選んだ⽂献を読
む（90分）

⾊彩と知覚

事前︓ 事前に与えられる問題に対して、答えを⽤意する
（90分）
事後︓授業内容を復習し、参考⽂献欄より選んだ⽂献を読
む（90分）

原 和也

ボディー・メッセージ（対物学）

事前︓ 事前に与えられる問題に対して、答えを⽤意する
（90分）
事後︓授業内容を復習し、参考⽂献欄より選んだ⽂献を読
む（90分）

原 和也

フィールド・ワーク調査の分析結
果発表 1

事前学修︓ 発表準備（90分）
事後学修︓受講⽣からのフィードバックをレポート作成に
取り⼊れる（90分）

原 和也

フィールド・ワーク調査の分析結
果発表 2

事前学修︓ 発表準備（90分）
事後学修︓受講⽣からのフィードバックをレポート作成に
取り⼊れる（90分）

原 和也

原 和也

原 和也

学期の振り返り、期末試験

事前学修︓事前に与えられるプリントを読み、解答を準備
する（90分）
事後学修︓期末試験の振り返り（90分）
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授業科⽬名

⽂化を訳す

授業形態

講義

英語科⽬名

Translating Culture

開講学期

前期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

中村 優⼦

ナンバリング

4409

科⽬担当者
中村

優⼦

授業の概要
異なる⽂化との出会いには、必ず⾔語を介した⽂化の解釈、理解、すなわち「⽂化を訳す」という⾏為が伴う。本講義
では「⽂化」とは、そして「異⽂化」とは何かという問いを起点に、異⽂化との接触が⾏われた時に現れてくると考え
られる課題や現象を、様々な素材、表象を対象に考察し、相互理解に必要なものとは何かを探る。

【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
1.「⽂化の翻訳」に関わる主要な議論や理論について説明できる。
2. 異なる⽂化間、⾔語間に横たわる、様々なコミュニケーション上の問題について、論理的、中⽴的な視点から解決の
⼀助となるアプローチを提⽰する知識を⾝につける。
3. 異なるメディアやオーディエンスは、「⽂化の翻訳」にどのような違いを⽣むかについての知識を⾝につける。
成績評価⽅法
学期末課題（40％）、研究ノート評価1回（40%）、平常点（20％）
平常点にはクラス内の授業態度のみならず、アクティビティへの積極的な参加が、「授業への貢献」として⾼く評価さ
れる。予復習の課題のクオリティは研究ノートの評価対象となる。出席は⾔うまでもなく、評価全体のベースと位置づ
けられる。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
初回授業には必ず出席すること。初回に限らず、⽋席した場合は、クラスメイトに内容を確認し、次回授業に備えるこ
と。
クラスの状況や受講者の要望により、講義計画が⼀部変更される場合がある。
テキスト・参考書
テキスト︓ 丸⼭圭三郎（2008）『⾔葉とは何か』筑摩書房
参考書︓Munday, J.(2008) Introducing Translation Studies. (2nd Ed.) NY: Taylor & Francis Group, LLC.
真島真⼀郎（編）（2005）『だれが世界を翻訳するのか』⼈⽂書院
オフィスアワー
講義前後とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
研究ノートや提出を指⽰した課題は、適宜、授業内での返却、補⾜解説を⾏う。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数
1

担当
中村優⼦

授業内容
初回ガイダンス
講義概要、⽬標、授業計画等につ
いて説明する

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
【予習】（90分）シラバスをしっかり読んでくること。
「⽂化」とは何かについて考えをまとめてくる。
【復習】（90分）授業内で説明した内容を講義ノートにま
とめ、課題レポートに盛り込むべき内容をしっかりと頭に
⼊れておくこと。
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中村優⼦

中村優⼦

中村優⼦

中村優⼦

中村優⼦

⽂化とは何か︖
⾃⽂化を分析し、異なる⽂化との
出会いについて、⾃らの経験を振
り返りながら、その「解釈」につ
いて考える。「訳す」という⾏為

通訳と翻訳
「通訳」と「翻訳」の主要な類似
点、相違点について考え、その⾏
為をする場合に考慮するべき様々
な側⾯について論じる。

⾔葉と⽂化
「訳す」という⾏為は、⾔語間だ
けに留まらない。その多様な「訳
す」という⾏為のあり⽅について
考える。

翻訳・翻訳学の歴史
翻訳の歴史、および翻訳が学問と
して成⽴するまでの背景について
解説し、考察する。

通訳論
様々な通訳論を解説し、考察す
る。

ニュルンベルク裁判

7

中村優⼦

8

中村優⼦

世界で初めて、他⾔語の同時通訳
が⾏われたニュルンベルク裁判に
ついて、映像とともに、その背
景、内容を考察する。

オリエンタリズムとポスト・コロ
ニアリズム
オリエンタリズムとは、ポスト・

【予習】（90分）「⽂化」とは何かについて調べ、まとめ
てくる。
テキストの「⾔葉と⽂化」の章を読んでくる。
【復習】（90分）授業を振り返り、「⽂化」についてまと
める。
【予習】（90分）「通訳」と「翻訳」との違いについてで
きる限り挙げ、まとめてくる。
テキストの「⾔葉と⽂化」の章を読んでくる。
【復習】（90分）授業を振り返り、「通訳」と「翻訳」と
の類似点、相違点をまとめ、訳す⾏為を取り巻くコンテク
ストについてまとめる。

【予習】（90分）「訳す」という⾏為にはどのようなもの
が考えられるか、⾃分なりにまとめて発表できるようにす
る。
テキストの「⾔葉と⽂化」の章を読んで、内容をまとめて
おく。
【復習】（90分）「訳す」⾏為の種類について分類でき、
その特徴を説明できるように復習しておく。

【予習】（90分）翻訳をする場合に考えられる⽅法につい
て調べて、まとめてくる。テキストの「⾔葉と⽂化」の章
を読んで、内容をまとめておく。
【復習】（90分）翻訳についての理論を分類し、説明でき
るように復習しておく。

【予習】（90分）通訳をする場合に考えられる⽅法につい
て調べて、まとめてくる。
テキストの「⾔葉と⽂化」の章を読んで、内容をまとめて
おく。
【復習】（90分）通訳についての理論を分類し、説明でき
るように復習しておく。

【予習】（90分）ニュルンベルク裁判について調べ、まと
めてくる。
テキストの「10 ⾔葉の意味と価値」を読んで、内容をま
とめておく。
【復習】（90分）講義中に鑑賞した映像、⾏ったディスカ
ッションについて、⾃分の意⾒や考察も含めて、まとめて
おくこと。
【予習】（90分）「オリエンタリズム」とは何か、また
「ポスト・コロニアリズム」とは何かについて調べ、まと
めてくること。
テキストの「10 ⾔葉の意味と価値」を読む。
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コロニアリズムとは何かについて
事例を交えて考察する。

9

中村優⼦

グローバリゼーションと「訳す」
という⾏為

⽂学と翻訳
10

11

12

13

中村優⼦

中村優⼦

中村優⼦

中村優⼦

ニュースと通訳・翻訳

広告と翻訳

PRと翻訳

14

中村優⼦

アニメ、映画・字幕翻訳

15

中村優⼦

まとめ・事例鑑賞・総合討論

【復習】（90分）「オリエンタリズム」「ポスト・コロニ
アリズム」と「訳す」という⾏為との関係性について、そ
の中に潜む課題も含め、講義内容をまとめておくこと。

【予習】（90分）IT⾰命以降のネット社会におけるグロー
バル化の中で「訳す」という⾏為はどのような広がりを⾒
せ、課題を抱えているかについて調べ、まとめてくる。
テキストの「10 ⾔葉の意味と価値」を読んで、内容をま
とめておく。
【復習】（90分）グローバル化の中で「翻訳」「通訳」と
いう⾏為はどのようなニーズによって広がりを⾒せ、様々
な課題を抱えているかについて、講義の内容を踏まえ、ま
とめておくこと。

【予習】（90分）これまでの講義を踏まえ、⽂学作品の中
で、翻訳上の問題や翻訳論がみられるものをひとつ選んで
議論できるよう準備すること。
【復習】（90分）講義内に議論した点をまとめ、復習して
おくこと。

【予習】（90分）これまでの講義を踏まえ、ニュースの中
で、通訳・翻訳上の問題や通訳論・翻訳論がみられるもの
をひとつ選んで議論できるよう準備すること。
【復習】（90分）講義内に議論した点をまとめ、復習して
おくこと。

【予習】（90分）これまでの講義を踏まえ、広告作品の中
で、翻訳上の問題や翻訳論がみられるものをひとつ選んで
議論できるよう準備すること。
【復習】（90分）講義内に議論した点をまとめ、復習して
おくこと。
【ノート提出】第1週から10週までの講義の内容をまとめ、
ノートを提出すること。

【予習】（90分）これまでの講義を踏まえ、企業のPR、特
にウェブサイトなどの中で、翻訳上の問題や翻訳論がみら
れるものをひとつ選んで議論できるよう準備すること。
【復習】（90分）講義内に議論した点をまとめ、復習して
おくこと。

【予習】（90分）これまでの講義を踏まえ、映画・字幕翻
訳上の問題や翻訳論がみられるものと、アニメ、マンガの
中で、翻訳上の問題や翻訳論がみられるものをひとつずつ
選んで議論できるよう準備すること。
【復習】（90分）講義内に議論した点をまとめ、復習して
おくこと。

【予習】（90分）講義内で取り上げた⽂学、ニュース、広
告、PR、アニメ・マンガ、映画のいずれかの媒体を取り上
げ、「⽂化を訳す」という観点からみた問題点についてデ
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ィスカッションできるよう備える。
【復習】（90分）講義内に議論した点をまとめ、復習して
おくこと。
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授業科⽬名

英語翻訳実践

授業形態

演習

英語科⽬名

Practical English Translation

開講学期

前期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

⿑藤 美野

ナンバリング

4410

科⽬担当者
⿑藤美野
授業の概要
本講義は、異⽂化コミュニケーションの視点から、翻訳の役割と可能性について探求し、社会に資するに⼗分な翻訳の
基礎的な知識とスキルを⾝に付けることを⽬的とする。
授業では、様々なジャンルの翻訳に取り組むなかで、翻訳学の理論や概念に触れ、多様化する翻訳のありかたや役割を
考察する。原⽂を読み解き、翻訳の⽬的とジャンルに相応しく、かつ対象とする読者に合った翻訳を⾏うには、どのよ
うな知識やスキルが必要であるのかを実践を通して学ぶ。
翻訳プロセスや訳出物に関して相互に意⾒を述べ合うピア・レビューを取り⼊れながら、いくつかのジャンルから課題
を選びグループワークに挑戦する。このような主体的学習と学び合いを通し、翻訳という営みが異なる⾔語間の単なる
⾔葉の置き換えではなく、それぞれの⾔語が使⽤されている社会・⽂化をつなぐ多層的なコミュニケーションであるこ
とを学ぶ。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
授業の達成⽬標
・異⽂化コミュニケーションとしての翻訳について基礎的な知識を得る。
・翻訳に必要とされる基本的な知識とスキルを⾝に付け、各ジャンルや読者に合せて翻訳できる。
・翻訳学の基礎的な理論を理解し、実際の翻訳を分析できる。
成績評価⽅法
授業内の活動（20%）、学期中の提出課題（⽬標テクストの正確性、ジャンルの考慮度、⼯夫点等の解説の論理性）（3
0%）、最終回のプレゼンテーション（同上）（10%）、期末レポート（同上）（40%）の合計点により最終評価を⾏
う。
3分の2以上の授業回出席を評価の前提条件とし、⽋席は減点とする。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
【履修者数の制限】履修者数の上限を30名とする。履修希望者が左記の上限を上回る場合、初回授業中に、上の学年の
学⽣を優先したうえで抽選を⾏う。履修希望者は、初回授業に必ず出席すること。
【課題・準備】毎回の授業に英和・和英（可能であれば国語、英英も）辞書を持参すること。
「授業時間外の指導等」欄をよく読み、毎回の授業のために必要な準備を⽋かさず⾏うことを期待する。
そのほかにも、授業で扱った内容の復習を⾃主的にすることが望ましい。
また各⾃のレベルに応じて、英語の⽂法の復習や単語の学習に加え、英語・⽇本語の様々な分野の読書を⾏うと、優れ
た翻訳テクストを⽣み出すための英語・⽇本語の読解・⽂章⼒を養うことができる。
テキスト・参考書
テキスト︓資料を配布する
参考書︓⿃飼玖美⼦（編著）（2013）『よくわかる翻訳通訳学』ミネルヴァ書房．
オフィスアワー
初回授業にて告知する。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
提出された課題のフィードバックは授業にて、またはGoogle Classroom経由にて適宜⾏う。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数
1

担当
⿑藤 美野

授業内容
イントロダクション
1. 基本⽤語
2. 調べ物の重要性

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）
【予習】シラバスに記載された翻訳のジャンルを確認し、
各ジャンルの翻訳作品を探し読む（90分）
【復習】本⽇の授業で学んだ内容を、ノート等に⾃分の⾔
葉でまとめる（90分）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0350001
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2

⿑藤 美野

［Unit 1. ニュース］
【予習】配布資料を読み、下訳を作成する（90分）
ニュース記事（1）
【復習】本⽇の授業で学んだ内容を、ノート等に⾃分の⾔
1. 本ジャンルの特徴
葉でまとめる（90分）
2. 本ジャンルの訳出に必要な⼯夫

3

⿑藤 美野

ニュース記事（2）
1. 翻訳演習
2. ピア・レビュー

【予習】演習課題の改訳をする（90分）
【復習】本⽇の授業で学んだ内容を、ノート等に⾃分の⾔
葉でまとめる（90分）

4

⿑藤 美野

ニュース記事（3）
1. 翻訳演習と発表
2. 訳例との⽐較

【予習】演習課題の改訳をする（90分）
【復習】本⽇の授業で学んだ内容を、ノート等に⾃分の⾔
葉でまとめる（90分）

⿑藤 美野

［Unit 2. メール］
実務︓メール
【予習】配布資料を読み、下訳を作成する（90分）
1. 本ジャンルの特徴
【復習】本⽇の授業で学んだ内容を、ノート等に⾃分の⾔
2. 本ジャンルの訳出に必要な⼯夫 葉でまとめる（90分）
3. 翻訳演習と発表

⿑藤 美野

［Unit 3. プレスリリース］
実務︓プレスリリース
【予習】配布資料を読み、下訳を作成する（90分）
1. 本ジャンルの特徴
【復習】本⽇の授業で学んだ内容を、ノート等に⾃分の⾔
2. 本ジャンルの訳出に必要な⼯夫 葉でまとめる（90分）
3. 翻訳演習と発表

7

⿑藤 美野

［Unit 4. 児童⽂学］
【予習】配布資料を読み、下訳を作成する（90分）
児童⽂学（1）
【復習】本⽇の授業で学んだ内容を、ノート等に⾃分の⾔
1. 本ジャンルの特徴
葉でまとめる（90分）
2. 本ジャンルの訳出に必要な⼯夫

8

⿑藤 美野

児童⽂学（2）
1. 翻訳演習
2. ピア・レビュー

【予習】演習課題の改訳をする（90分）
【復習】本⽇の授業で学んだ内容を、ノート等に⾃分の⾔
葉でまとめる（90分）

9

⿑藤 美野

児童⽂学（3）
1. 翻訳演習と発表
2. 訳例との⽐較

【予習】演習課題の改訳をする（90分）
【復習】本⽇の授業で学んだ内容を、ノート等に⾃分の⾔
葉でまとめる（90分）

10

⿑藤 美野

［Unit 5. 字幕］
【予習】配布資料を読み、下訳を作成する（90分）
字幕（1）
【復習】本⽇の授業で学んだ内容を、ノート等に⾃分の⾔
1. 本ジャンルの特徴
葉でまとめる（90分）
2. 本ジャンルの訳出に必要な⼯夫

11

⿑藤 美野

字幕（2）
1. 翻訳演習
2. ピア・レビュー

【予習】演習課題の改訳をする（90分）
【復習】本⽇の授業で学んだ内容を、ノート等に⾃分の⾔
葉でまとめる（90分）

12

⿑藤 美野

字幕（3）
1. 翻訳演習と発表
2. 訳例との⽐較

【予習】演習課題の改訳をする（90分）
【復習】本⽇の授業で学んだ内容を、ノート等に⾃分の⾔
葉でまとめる（90分）

13

⿑藤 美野

［Unit 6. 観光案内］
【予習】配布資料を読み、下訳を作成する（90分）
広告︓観光案内（1）
【復習】本⽇の授業で学んだ内容を、ノート等に⾃分の⾔
1. 本ジャンルの特徴
葉でまとめる（90分）
2. 本ジャンルの訳出に必要な⼯夫

14

⿑藤 美野

広告︓観光案内（2）
1. 翻訳演習
2. ピア・レビュー

【予習】演習課題の改訳をする（90分）
【復習】本⽇の授業で学んだ内容を、ノート等に⾃分の⾔
葉でまとめる（90分）

⿑藤 美野

グループ・プレゼンテーションと
まとめ
1. 最終課題の⼝頭発表
2. 各ジャンルの訳出法の重要点を
振り返る

【予習】プレゼンテーションの準備およびレポート執筆を
⾏う（150分）
【復習】これからの各⾃の⾔語を⽤いたコミュニケーショ
ンに活かすために、各回の授業で学んだことを振り返り、
重要点をノート等にまとめる（30分）

5

6

15
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授業科⽬名

対⼈・組織コミュニケーション

授業形態

講義

英語科⽬名

Interpersonal and Organizational Communication

開講学期

前期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

岡部

ナンバリング

4411

⼤祐

科⽬担当者
岡部 ⼤祐
授業の概要
【コースの趣旨と概要】
本授業の⽬的は、現代社会の諸問題を「コミュニケーション」をキーワードとして、経験科学の知⾒を活⽤して分
析し、解決策を提⽰する⼒を養うことである。本授業は、「コミュニケーション概論」「異⽂化コミュニケーション概
論」で培った基礎的なコミュニケーションについての理解を、より専⾨的に、より精緻に理解することを⽬指すもので
ある。グローバリゼーションを背景とし、多⽂化化が進む社会における対⼈コミュニケーションならびに組織コミュニ
ケーションに焦点を当てる。本授業で学ぶコミュニケーションを批判的に捉える眼差し及び実践スキルは、「異⽂化コ
ミュニケーション領域」を専攻する学⽣のみならず、教育、キャリア、グローバル社会、グローバルヘルスサービス領
域を学ぶ学⽣にとっても必須と考える。プロジェクト・ベースでの柔軟性のある授業構成であるため、⾼い意欲をもつ
ことはもちろんのこと、変化に開かれた「遊び⼼」をもつ学⽣の受講を歓迎する。
受講⽣は、関連する諸概念や説明モデルについて学び、対⼈関係ならびに組織における（異⽂化）コミュニケーシ
ョンを多⾯的に分析、考察していく。受講⽣は、事前課題を済ませた上で、毎回、⼩グループに分かれて、各授業の内
容について議論し、対⼈ならびに組織のコミュニケーションに関する概念、説明モデル、重要な問題等について理解を
深める。事前課題は講義視聴やリーディング（英語のこともある）を含む。したがって、受講⽣には主体的な参加が期
待されていることを理解した上で履修されたい。
プロジェクト・ベースの授業のため、万が⼀受講⽣数が多すぎると判断される場合には、教育的効果の維持のために履
修制限を⾏う。そのため、履修希望者は「事前履修希望」（後述）を提出することを必須とする。履修者超過の場合は
抽選の上、初回授業開始前までにJ-Passを通じて通知する。提出期限までにこの提出がない場合、履修登録を⾏ったと
しても、履修を認めない。
なお、基本的には授業計画に沿って進めるものの、学内状況や授業進展に応じて変更の可能性はある。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
１）授業で扱う対⼈コミュニケーション研究での概念や説明モデルを理解し、⾃分で考えた具体例をあげて説明でき
る。
２）授業で扱う組織コミュニケーション研究での概念や説明モデルを理解し、⾃分で考えた具体例をあげて説明でき
る。
３）対⼈コミュニケーションを授業で扱う概念や説明モデルを適切に⽤いて分析、考察できる。
４）組織コミュニケーションを授業で扱う概念や説明モデルを適切に⽤いて分析、考察できる。
５）具体的な社会問題について他者と協働し、問題解決を導くことができる。
６）授業の「外」に学びを活⽤するアナロジー思考をすることができる。
成績評価⽅法
授業参加課題（20%）、コミュニケーション・リサーチ・プロジェクト（プレゼンテーションとショート・レポート）
（40%）、試験（40%）の合計点に基づき評価する。3分の2以上の授業回出席を評価の前提条件とし、⽋席は減点とす
る。剽窃⾏為のような法に違反する⾏為は当然として、他者との協働を重視する科⽬の性質であることから、授業参加
者（受講⽣・教員）への⼈格攻撃を含む誹謗中傷⾏為をした場合、単位認定資格を喪失する。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
以下の1〜2の条件を満たしている者が履修可能である。4については、履修をしていなくとも受講は可能である。
１）「授業の約束」および「事前履修希望」を提出している（後期開始前にアナウンス予定）
２）コミュニケーションを丁寧に考え、実践するという強い意欲を有する
３）前期「⾮⾔語コミュニケーション」（原和也先⽣）、「社会⾔語学」（⿑藤美野先⽣）、「英語で学ぶ異⽂化コミ
ュニケーション」（髙濵愛先⽣）を受講していることが望ましい
https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0360001
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テキスト・参考書
教科書︓なし
参考書︓末⽥清⼦・福⽥浩⼦ (2011).コミュニケーション学 その展望と視点 松柏社.
※ 上記参考書を授業の進⾏と合わせて読むと理解がかなり容易になるだろう。
オフィスアワー
担当教員のオフィスアワー時間帯を参照。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
リアクションペーパーやプレゼンテーション等については授業時に⾏う。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

岡部 ⼤祐

コミュニケーションを「学」する
1) ルールメイキング
2) コミュニケーションと理論と観
察

【予習】Google Classroomへ登録し、事前準備資料を通読
し授業に備える（90分）
【復習】コミュニケーションとルールの意味を⾃分のこと
ばで説明できるようにしておく（90分）

岡部 ⼤祐

コミュニケーションをどう⾒る︖
1) 基本のコミュニケーション・モ
デル
2) 現代のコミュニケーション・モ
デル

【予習】事前課題に取り組む（90分）
【復習】本⽇の授業内容を整理し、課題を提出する（90
分）

岡部 ⼤祐

はじめにことばがあった（︖）
1) ⾮⾔語コミュニケーションの基
本
2) ⾔語コミュニケーションの基本

【予習】事前課題に取り組む（90分）
【復習】本⽇の授業内容を整理し、課題を提出する（90
分）

岡部 ⼤祐

再び、「基礎演習」を問う
1) コミュニケーションとしてのプ
レゼンテーション
2) コミュニケーションとしてのフ
ァシリテーション

【予習】事前課題に取り組む（90分）
【復習】本⽇の授業内容を整理し、課題を提出する（90
分）

岡部 ⼤祐

わたしとあなたのコミュニケーシ
ョン論
【予習】事前課題に取り組む（90分）
1) アイデンティティ・ワーク
【復習】本⽇の授業内容を整理し、課題を提出する（90
2) 指標、カテゴリー、ポジショニ 分）
ング

岡部 ⼤祐

コミュニケーションをデザインす
る
【予習】事前課題に取り組む（90分）
1) デザインのためのリサーチ
【復習】本⽇の授業内容を整理し、課題を提出する（90
2) コミュニケーションとしてのイ 分）
ンタビュー法

7

岡部 ⼤祐

フィールド・リサーチ・セッショ
ン（A）
１）リサーチワークの実施
２）プロトタイピング

【予習】グループで分担した役割に沿って、必要な情報を
集め、整理し、報告準備する（120分）
【復習】ラピッド・プロトタイピングを実践し、フィード
バックを得て制作物を完成させる（180分）

8

岡部 ⼤祐

コミュニケーション・リサーチ・
プロジェクト報告（A）

【予習】プレゼンテーションの準備をする（120分）
【復習】プロジェクトのリフレクションを⽂章化する（18
0分）

岡部 ⼤祐

「チーム」になれるか︖〜組織コ
ミュニケーション
【予習】事前課題に取り組む（90分）
1) リーダーシップとフォロワーシ 【復習】本⽇の授業内容を整理し、課題を提出する（90
ップ
分）
2) チーム・ビルディングを考える

岡部 ⼤祐

「分かり合えない︕」〜対⽴に⽴
ち向かう
1) コンフリクトを活⽤する
2) コンフリクト・マネジメントと
⽂化

【予習】事前課題に取り組む（90分）
【復習】本⽇の授業内容を整理し、課題を提出する（90
分）

岡部 ⼤祐

何を買わせようとするのか︖〜広
告を読む
1) 「異⽂化コミュニケーション」
を読む
2) メディアと権⼒性

【予習】事前課題に取り組む（90分）
【復習】本⽇の授業内容を整理し、課題を提出する（90
分）

1

2

3

4

5

6

9

10

11
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岡部 ⼤祐

うちのよさ、わかって︕〜戦略的 【予習】事前課題に取り組む（90分）
コミュニケーション
【復習】本⽇の授業内容を整理し、課題を提出する（90
１）PRと戦略的コミュニケーショ 分）
ン
２）⾏動変容をどう促すか

13

岡部 ⼤祐

フィールド・リサーチ・セッショ
ン（B）
１）リサーチワークの実施
２）プロトタイピング

【予習】フィールド・リサーチの事前準備をグループで⾏
う（120分）
【復習】リサーチで得たデータや議論の成果をまとめ（90
分）

14

岡部 ⼤祐

コミュニケーション・リサーチ・
プロジェクト報告（B）

【予習】プレゼンテーションの準備をする（120分）
【復習】プロジェクトのリフレクションを⽂章化する（18
0分）

15

岡部 ⼤祐

コースの総括と期末テスト

【予習】コースでの理論・概念を復習する（180分）
【復習】本授業で学んだ理論・概念等を、実際の社会での
事象を結びつけながら振り返る（90分）
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授業科⽬名

⽂化と認知

授業形態

講義

英語科⽬名

Culture and Cognition

開講学期

後期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

原

ナンバリング

4412

和也

科⽬担当者
原

和也

授業の概要
個⼈のものの⾒⽅や考え⽅は、各⾃が成⻑過程で過ごしてきた⽂化や、現在⽣活している⽂化的な環境に影響を受けて
いる。本講義では、個⼈の内⾯的な活動である認知・情意⾯に焦点を当て、⾃⼰や対⼈関係のとらえ⽅、価値観や世界
観、思考様式、⾏動にどのような影響を及ぼすのかについて主要な理論及び研究成果を学び、考察を深めていく。授業
は担当教員による解説、⾃⼰分析課題、ディスカッションにより構成され、受講⽣の積極的な参加が求められる。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
１． ⽂化と認知の関連する基礎概念について理解する
２． 知覚の仕⽅や思考法における⽂化の影響について認識をする
３． ⾃⼰の個⼈内及び対⼈コミュニケーション様式について客観視する能⼒を育成する
成績評価⽅法
１． 期末試験（50％）
２．カルチャー・アシミレーター作成（40％）
３．フィードバック・ノート（10％）
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
１． 他の受講⽣及び担当教員の迷惑となる遅刻及び私語をしないこと
２． スマートフォンや携帯電話は電源を切り、鞄の中にしまい受講すること
テキスト・参考書
１．テキスト︓プリント教材を配布する
２．参考書︓異⽂化間コミュニケーション論、⽂化⼼理学、社会⼼理学の⽂献
オフィスアワー
別途公開している教員のオフィスアワーを確認すること。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
課題の返却及びフィードバックは、授業内で⾏う（試験は個別対応）。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

1

原 和也

2

原 和也

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

初回オリエンテーション
(1) 授業計画を配布し、授業の進め
⽅を説明する
(2)「⽂化とものの感じ⽅・考え
⽅」についてグループ分けをし、
ディスカッションを⾏う

予習︓これまで⽣まれ育った⽂化を振り返り、⾃分のもの
の考え⽅に与えている影響について考える(90分）
復習︓授業内容を再度確認し、各回への問題意識を整理す
る（90分）

⽂化とは何か
(1) ⽂化の定義、構成要素、基本的
な特徴
(2) 共⽂化の特徴

予習︓⽂化の主要な定義と特徴を、異⽂化コミュニケーシ
ョン関連の書籍からまとめてくる (90分）
復習︓授業で扱った主要モデルを基盤にして、⾃⼰の思考
パターンについてまとめる (90分）
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原 和也

原 和也

原 和也

原 和也

原 和也

原 和也

原 和也

原 和也

原 和也

原 和也

13

原 和也

14

原 和也

価値観・世界観
(1) ⽂化が個⼈の価値観の形成過程
に与える影響
(2) 個⼈の世界観の根底にある⽂化
の特徴

予習︓価値観と世界観の定義を調べ、⾝近な事例をまとめ
る (90分）
復習︓授業で扱った分類法をもとに、⾃⼰の⽂化が及ぼす
影響についてまとめる (90分）

カルチャー・ショックと異⽂化適
応
(1) カルチャー・ショックの定義、
主要モデル
(2) カルチャー・ショックと⾃⼰成
⻑

予習︓これまで経験したカルチャー・ショックを、時系列
的にまとめる (90分）
復習︓授業で扱った各種モデルをもとに、⾃⼰の経験を振
り返り、再分析をする (90分）

⽂化とステレオタイプ
予習︓⾃分が抱いているステレオタイプや偏⾒を列挙し、
(1) ステレオタイプの形成、判断基
カテゴリー化する (90分）
準、引き起こす問題
復習︓⾃⼰のステレオタイプや偏⾒の⽣成過程を整理し、
(2) 偏⾒の形成要因、機能、解決策
授業で扱った主要分類法に基づき、整理する (90分）
⽂化と偏⾒
(1) 偏⾒の形成要因と機能
(2) 偏⾒の解決

予習︓⾃分がこれまでに抱いてきた偏⾒を列挙し、その原
因を考える (90分)
復習︓偏⾒の解消、解決に向けて、認知、情意、⾏動⾯か
ら実践できることを考える (90分)

カルチャー・アシミレーターの作
成 【課題の指⽰、⽤紙の配布】
(1) 事例演習
(2) 作成法の説明

予習︓⽇常のコミュニケーションの事例をひとつ選び、図
式化する (90分)
復習︓コミュニケーションの構成要素を踏まえて、モデル
化する (90分)

個⼈内コミュニケーション・プロ
セス 知覚・認知
予習︓⾃⼰の⽇常の思考過程を図式化する (90分)
(1) 個⼈内コミュニケーションの定 復習︓個⼈内コミュニケーション・モデルをもとに、⾃⼰
義、思考プロセス、モデル
の情報処理過程を分析する (90分）
(2) 知覚と認知のメカニズム
⽂化と記号
(1) ⾔語と世界観、思考の関係
(2) サピア＝ウォーフの仮説

予習︓⽇本語と英語における、ものの⾒⽅、考え⽅の違い
を整理する (90分)
復習︓授業で扱った事例をもとに、さらなる事例を挙げる
(90分）

⾃⼰と⼈間関係
(1) etic・emic
(2) ⽂化的⾃⼰観

予習︓個⼈主義、集団主義的なものの考え⽅や⾏動につい
てまとめる (90分)
復習︓⾃⼰の⽂化的⾃⼰観に基づき、他者との関係性につ
いて考察を深める (90分)

⽂化と認知
1. 包括的思考と分析的思考知
2. 研究事例の紹介と考察

予習︓⾃分が⽣まれ育った⽂化の⼈たちに顕著な考え⽅や
感じ⽅の特徴をまとめる (90分)
復習︓授業で紹介した実験結果をもとに、⾃⼰の認知・情
意⾯の傾向をまとめる (90分)

予習︓幼少期を思い出し、どのように育てられたか、⼤⼈
⽂化と発達
から何を期待されていたかを振り返る (90分)
(1) 発達に関する⼼理・⽂化モデル 復習︓授業で扱ったモデルをもとに、今後⼦ども達とどの
(2) 親⼦関係と発達における期待 ように係っていくのかについて考える (90分)
予習︓他者の気持ちが理解できる事例、他者のための⾏動
⽂化と共感能⼒
の事例をまとめる (90分)
(1) 共感、博愛主義、向社会的⾏動
復習︓授業で⾏った⾃⼰分析をもとに、⾃らの他者への⾏
(2) 思いやり意識
動について内省をする (90分)
授業内プレゼンテーション

予習︓構築したモデルを発表できるよう、準備をする (90
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(1) 各⾃が構築したコミュニケーシ 分）
ョン・モデルについては発表し合 復習︓他者からのコメントをもとに、モデルの修正を⾏う
う
(90分）
(2) 他者の発表に対して批評する

15

原 和也

授業の総まとめと期末試験
予習︓最終試験への復習 (120分）
(1) 授業で扱った基礎概念、主要理
復習︓授業全体を振り返り、今後の異⽂化理解とコミュニ
論の理解度
ケーションの質の向上について考える (60分）
(2) 実践への応⽤
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授業科⽬名

英語通訳実践

授業形態

講義

英語科⽬名

Practical English Interpreting

開講学期

後期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

畑上 雅朗

ナンバリング

4413

科⽬担当者
畑上雅朗（実務経験あり）
授業の概要
今年度はアメリカを中⼼に世界の都市をテーマに通訳練習に取り組む。その際、必要な教養や語彙も合わせて⾼める。
授業ではまた、訳し⽅のコツを⽰すとともに、通訳で活⽤される技術も必要に応じて指導する。
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
1. 基本的な逐次通訳ができる。
2. 世界の都市を理解する。
成績評価⽅法
授業の中での通訳などの練習（５０％）と定期試験（５０％）を統合して判断する。ただし定期試験を⾏うかは状況を
⾒て判断する。
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
通訳の（練習含む）経験は不要だが、アメリカをはじめ世界の都市について関⼼を持っておくこと。受講⽣の関⼼、レ
ベル、⼈数、さらに対⾯かオンラインかによっては、シラバスに記載された授業内容に⼤幅な変更が⽣じる場合もある
ので注意。
テキスト・参考書
特になし、随時指⽰する。
オフィスアワー
授業終了後に教室で質問を受け付ける。随時、電⼦メールで質問を受け付ける。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
課題の有無については未定
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

畑上雅朗

オリエンテーション
(1)授業の進め⽅について説明す
る。
(2)通訳デモンストレーション

【予習】通訳について調べる(90分)。
【復習】授業で出てきた英単語や表現を覚える(90分)。

畑上雅朗

＜ワシントン＞
アメリカの⾸都ワシントンについ
て説明する教材で通訳練習する。

【予習】ワシントンについてインターネット等で調べ、関
連⽤語を書き出して覚えておく(90分)
【復習】授業で新たに出てきた単語や表現を覚える(90
分)。

３

畑上雅朗

＜ニューヨーク＞
アメリカの都市ニューヨークにつ
いて触れる。関連映像を使って通
訳練習もする。

【予習】
インターネット等でニューヨークについて読んでおく。不
明な単語や表現等はできるだけ調べておく(90分)。
【復習】
授業で新たに出てきた単語や表現を覚える(90分)。

４

畑上雅朗

１

２

＜ボストン＞
アメリカの都市ボストンに関する
映像を使って通訳練習をする。

【予習】
ボストンついてインターネット等で調べておく。(90分)。
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【復習】
授業で新たに出てきた単語や表現を覚える(90分)。

畑上雅朗

＜サンフランシスコ＞
アメリカの都市サンフランシスコ
を紹介する。関連映像を使った通
訳練習をする。

【予習】
サンフランシスコについて調べ、不明の単語や表現を勉強
しておく(90分)。
【復習】
授業で新たに出てきた単語や表現を覚える(90分)。

畑上雅朗

＜シアトル＞
アメリカの都市シアトルに関する
映像を使⽤して通訳の練習に充て
る。

【予習】
シアトルについてインターネット等で調べる(90分)。
【復習】
授業で新たに出てきた単語や表現を覚える(90分)。

畑上雅朗

＜ナシュビル＞
アメリカの都市ナシュビルの関連
映像を使って通訳練習をする。

【予習】
ナシュビルに関する資料を読み、不明の単語や表現を調べ
ておく(90分)。
【復習】
授業で新たに出てきた単語や表現を覚える(90分)。

畑上雅朗

＜ハワイ＞
ハワイを学ぶ。関連映像を使って
通訳練習をする。

畑上雅朗

＜ロンドン＞
イギリスの⾸都ロンドンを学ぶ。
ロンドンについてのビデオを⾒
て、通訳してみる。

【予習】
ロンドンについてインターネット等で読んでおく、不明な
単語や表現はできるだけ調べておく(90分)。
【復習】
授業で新たに出てきた単語や表現を覚える(90分)。

畑上雅朗

＜エディンバラ＞
イギリス・スコットランドの都市
エディンバラを取り上げ、関連映
像を使って通訳練習をする。

【予習】
スコットランドについて調べておく(90分)。
【復習】
授業で新たに出てきた単語や表現を覚える(90分)。

畑上雅朗

＜シンガポール＞
シンガポールを知る。関連映像を
使って通訳練習する。

【予習】
シンガポールについてインターネット等で読んでおく。不
明な単語や表現はできるだけ調べておく(90分)。
【復習】
授業で新たに出てきた単語や表現を覚える(90分)。

畑上雅朗

＜⾹港＞
⾹港を取り上げ、関連映像を使っ
て通訳練習をする。

【予習】
⾹港ついて調べておく(90分)。
【復習】
授業で新たに出てきた単語や表現を覚える(90分)。

畑上雅朗

＜ソウル＞
韓国の⾸都ソウルについて学ぶ。
関連映像を使って通訳練習をす
る。

【予習】
ソウルについて調べておく(90分)。
【復習】
授業で新たに出てきた単語や表現を覚える(90分)。

１４

畑上雅朗

＜バンコク＞
タイの⾸都バンコクについて学
ぶ。関連映像を使って通訳練習を
する。

【予習】
バンコクについて調べておく(90分)。
【復習】
授業で出てきた単語や表現を覚える(90分)。

１５

畑上雅朗

テスト（予定）

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

【予習】
ハワイ島に関する資料を読んでおく(90分)。
【復習】
授業で新たに出てきた単語や表現を覚える(90分)。
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授業科⽬名

⾔語と⼈間（⾔語⼈類学）

授業形態

講義

英語科⽬名

Linguistic Anthropology

開講学期

後期

対象学年

3

単位数

2

科⽬責任者

⼭下 ⾥⾹

ナンバリング

4414

科⽬担当者
⼭下 ⾥⾹
授業の概要
⼈類学とは、⼈間について探求する学である。その中でも、⾔語⼈類学は、社会・⽂化的存在としての⼈間について、
⾔語とコミュニケーションという視点から研究する領域である。本講義では、⾔語⼈類学の基本的な考え⽅、研究⽅
法、コミュニケーション観について概観しながら、私たちの⾝近で⾏われている具体的な⾔語活動やコミュニケーショ
ンについてさまざまな⾓度から観察し、⾔語と社会・⽂化との深い関わりについて考察する。こうした活動を通して、
多⾔語多⽂化共⽣という今⽇的な課題に⽋かせない異⽂化理解の道筋を共に模索する。
キーワード︓
⾔語相対性理論、ことばと思考・認知、記号表現と記号内容の関係、ヤコブソンのコミュニケーションモデル、ことば
の⺠族誌、⾔語イデオロギー、⾔語社会化
【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における⼈間とその社会的、⽂化的な営みを包括的に理解するため、⾃然と⼈間、⽣
命と健康、⼈間と社会、世界と⽇本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活⽤する能⼒
DP② ⾃分とは異なる⼈間や⽂化を理解しようと⼼を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのでき
る能⼒
DP③ ⺟語そして外国語でのコミュニケーション能⼒を駆使し、多様な⼈々と繋がり、⾃らの考えを論理的に説明し、相
互の関係を築く能⼒
DP④ グローバル市⺠として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、⽂化を超えて活躍できる専⾨性（グローバ
ル社会、異⽂化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、⼈類が直⾯する問題を発⾒し、解決策
を探る多⾯的かつ柔軟な思考⼒と⾏動⼒
授業の達成⽬標
1. ⾔語⼈類学という学問領域の主要概念と研究⽅法について説明できる。
2. ⾔語⼈類学の基本的な概念・理論、コミュニケーションモデルを使って、実際の⾔語分析、コミュニケーション分析
を⾏うことができる。
3. ⾔語と社会・⽂化との多層的な関係について考察を深め、多⾔語多⽂化共⽣という今⽇的課題について⾃らの考えを
構築できる。

成績評価⽅法
授業への積極的・主体的参加と貢献 20%
中間レポート課題 20％
期末レポート課題 20%
中間テスト 20%
期末テスト 20%
なお、履修⼈数により、上記の課題の数等を変更することがある。
12回以上の出席を評価の前提条件とする。
公式な事情等で⽋席する場合は、⽋席届や該当する情報（案内、予約メール等のスクリーンショット）を添付しメール
にて連絡すること―考慮の必要のあるものは、学期末の出席回数カウントの際に考慮する）
履修上の注意（受講条件・受講に当たって学⽣に望むこと）
・受講希望者は、事前にシラバスをよく読み、第1回授業に必ず出席すること。
・指定された課題については、必ず準備して授業にのぞむこと。授業は、講義とグループやクラス全体での討論・発表
を組み合わせた受講者参加型形式で進める。受講者には⾃ら考え、その⽇の課題に主体的・積極的に取り組む姿勢、仲
間と共に学び合う態度が求められる。
・クラスの状況や要望により講義計画が⼀部変更されることがある。

テキスト・参考書
教科書︓
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井出⾥咲⼦・砂川千穂・⼭⼝征孝 (2019) 『⾔語⼈類学への招待―ディスコースから⽂化を読む』ひつじ書房
（定価 2400円＋税）
必ず各⾃⼀部ずつ⼊⼿すること。
その他、授業で⽤いる資料は、J-Pass内でPDFで配布する。ただし、授業中にそのPDF資料を利⽤する場合には、印刷
した紙媒体、PC端末、タブレット端末のいずれかで利⽤することをルールとする。（＝⽂字が⼩さすぎるので、スマー
トフォンで読まないこと）
参考書︓
Ahearn, L. M. (2017) Living Language: An Introduction to Linguistic Anthropology (2nd. ed.) Oxford: Wiley-Blackwell.
今井むつみ (2010)『ことばと思考』岩波新書
宮岡伯⼈（編）（1996）『⾔語⼈類学を学ぶ⼈のために』世界思想社
井上京⼦（1998）『もし「右」や「左」がなかったら—⾔語⼈類学への招待』⼤修館書店
武⿊⿇紀⼦（編）(2018) 『相互⾏為におけるディスコーダンス—⾔語⼈類学からみた不⼀致・不調和・葛藤』ひつじ書
房
Salzmann, Z., Stanlaw, J., & Adachi, N. (2015) Language, Culture, and Society: An Introduction to Linguistic Anthropolog
y (6th ed.) Boulder, CO: Westview Press,
他、随時授業時に提⽰する。
オフィスアワー
授業前後に質問してください。または、メールにて事前にアポイントメントをとってください。
uin.ac.jp)

(rikayam1@kanto-gak

課題（試験やレポート等）に対するフィードバック⽅法
中間レポート課題やテストについては授業時、期末レポート課題についてはオンラインにてフィードバックを⾏う。
授業計画【授業内容と授業時間外の指導等】
授業回数

担当

授業内容

授業時間外の指導等（予習、復習レポート等課題の指
⽰）

⼭下 ⾥⾹

【予習】シラバスをよく読み、この授業を履修する場合の
⾃らの⽬標について考えてくること。また、⾃らの⽇常⽣
活を振り返りながら、⼈間にとって⾔語が担う役割につい
て考えてくる。（90分）
(2) ⾔語⼈類学とは︓イントロダク 【復習】講義と授業での議論を踏まえ、指定されたPDF資
ション
料を読み、⾔語⼈類学という学問領域の特徴について復習
⾔語⼈類学の中⼼的課題が、社会 する。また、⾃ら考えたことや疑問点を整理しておく。（9
⾏為・社会的実践としての⾔語の 0分）
探求にあることを理解する。

⼭下 ⾥⾹

ことばと思考① （⾔語相対論・⾔
語決定論）
⾔語相対論・⾔語決定論の概要を
しり、説明できるようになる。

(1)初回ガイダンス
授業の概要、評価の⽅法、授業の
進め⽅等について説明する。
1

2

3

4

5

6

⼭下 ⾥⾹

⼭下 ⾥⾹

⼭下 ⾥⾹

⼭下 ⾥⾹

ことばと思考②（相対的参照枠・
絶対的参照枠）

【予習】PDF資料を読み、キーワードの意味を⾃らの⾔葉
で表現してみる。（90分）
【復習】講義と授業内での議論を踏まえ、キーワードと要
点を⾃らの⾔葉でまとめる。
（90分）
【予習】PDF資料を読み、キーワードの意味を⾃らの⾔葉
で表現してみる。（90分）
【復習】講義と授業内での議論を踏まえ、キーワードと要
点を⾃らの⾔葉でまとめる。
（90分）

ヤコブソンのモデル①（コミュニ
ケーションを構成する６つの要
素）

【予習】PDF資料を読み、キーワードの意味を⾃らの⾔葉
で表現してみる。（90分）
【復習】講義と授業内での議論を踏まえ、キーワードと要
点を⾃らの⾔葉でまとめる。
中間レポート課題に取り組む。（90分）

ヤコブソンのモデル②（メッセー
ジの６つの機能）

【予習】PDF資料を読み、キーワードの意味を⾃らの⾔葉
で表現してみる。（90分）
【復習】講義と授業内での議論を踏まえ、キーワードと要
点を⾃らの⾔葉でまとめる。
中間レポート課題に取り組む。（90分）

記号内容と記号表現（類像・指
標・象徴）

【予習】PDF資料を読み、キーワードの意味を⾃らの⾔葉
で表現してみる。（90分）
【復習】講義と授業内での議論を踏まえ、キーワードと要
点を⾃らの⾔葉でまとめる。
これまでの授業の振り返りを⾏い、中間テストの準備をす
る。（90分）
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8

9

10

11

12

13

14

15
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⼭下 ⾥⾹

⼭下 ⾥⾹

⼭下 ⾥⾹

⼭下 ⾥⾹

⼭下 ⾥⾹

⼭下 ⾥⾹

⼭下 ⾥⾹

⼭下 ⾥⾹

⼭下 ⾥⾹

中間テスト
中間テストの解説
中間レポート課題の提出

会話分析、談話分析、ゴフマンの
参与枠組み

ことばの⺠族誌①（スピーチイベ
ント・SPEAKING）

【予習】中間テストおよび中間レポート課題提出の準備を
⾏う。（90分）
【復習】中間テストで理解できなかった箇所の復習を⾏
う。（90分）

【予習】PDF資料を読み、キーワードの意味を⾃らの⾔葉
で表現してみる。（90分）
【復習】講義と授業内での議論を踏まえ、キーワードと要
点を⾃らの⾔葉でまとめる。
（90分）
【予習】PDF資料を読み、キーワードの意味を⾃らの⾔葉
で表現してみる。（90分）
【復習】講義と授業内での議論を踏まえ、キーワードと要
点を⾃らの⾔葉でまとめる。
（90分）

ことばの⺠族誌②（スピーチイベ
ント・SPEAKING）

【予習】PDF資料を読み、キーワードの意味を⾃らの⾔葉
で表現してみる。（90分）
【復習】講義と授業内での議論を踏まえ、キーワードと要
点を⾃らの⾔葉でまとめる。
（90分）

ことばの⺠族誌とコミュニケーシ
ョンの実際

【予習】PDF資料を読み、キーワードの意味を⾃らの⾔葉
で表現してみる。（90分）
【復習】講義と授業内での議論を踏まえ、キーワードと要
点を⾃らの⾔葉でまとめる。
（90分）

⾔語イデオロギー

期末レポート課題の準備

期末レポート課題の発表

期末テスト
期末テスト解説
まとめ

【予習】PDF資料を読み、キーワードの意味を⾃らの⾔葉
で表現してみる。（90分）
【復習】講義と授業内での議論を踏まえ、キーワードと要
点を⾃らの⾔葉でまとめる。
期末レポート課題の準備を⾏う。
（90分）
【予習】次週に発表できるように、期末レポート課題の準
備を⾏う。（90分）
【復習】期末レポート課題の準備を⾏う。
期末テストの準備を⾏う。
（90分）

【予習】期末レポート課題の発表が⾏えるように、準備を
⾏う。（90分）
【復習】期末テストの準備を⾏う。（90分）

【予習】期末テストの準備を⾏う。
本授業で学んだことを踏まえて、多⾔語・多⽂化共⽣社会
に⽣きる私たちが、現在直⾯している課題とは何かを考え
る。（90分）
【復習】多⾔語・多⽂化共⽣社会が直⾯している課題に⾔
語⼈類学の知⾒がどう⽣かせるかをまとめる。（90分）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0390001

3/4

2021/5/18

JUNTENDO PASSPORT

https://j-pass.juntendo.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2021&jugyoCd=15T0390001

4/4

