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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

2022年度前期

対象学年

カリキュラムにより異なります。

単位数

2単位

代表教員

吉田

理加

ナンバリング

4401

担当教員

吉田

理加

授業概要

全体内容

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。

到達目標

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。
３．異文化／言語話者のコミュニケーション／語用スタイルが異なることを理解する。

授業の位置づけ

展開科目（異文化コミュニケーション領域科目(IC)）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【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 グローバル市民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
本授業はオンデマンドを基本とすると、学期中に数回、教員と直接ディスカッションができるようにライブセッションの時間を設
け、希望者が参加できるようにする。
「授業時間外の指導等」欄の指示をよく読み、計画的に予習をしたうえでオンデマンド講義を受講し、毎回リアクションペーパーを
作成し、特に疑問点などの質問や授業内容についての考察を書いて提出すること。
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。

成績評価の方法
評価方法
評価基準

授業への出席とリアクションペーパーの提出（50%）、テスト（50%）
提出物の内容が授業で扱った内容を理解していると認められるか否かを基準に評価する。

試験・課題等に対するフィードバック方法
J-PassまたはGoogle Classroomにてフィードバックを行う
テキスト
プラグマティクス・ワークシ
ョップ：身のまわりの言葉を

田中典子

春風社

4861100739

第二版

語用論的に見る
参考文献
参考書：
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．
その他授業内で適宜紹介する。
その他
連絡先・オフィスア
ワー

メールでアポイントをとること。メール連絡先： r-yoshida@juntendo.ac.jp
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担当教員の実務経験
備考
授業計画
授業
回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

担当者

吉田

吉田

吉田

吉田

吉田

吉田

吉田

吉田

吉田

授業内容

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

オンデマンド

【予習】第1回目の講義までに教科書を入手
し、「語用論」とはどのような学問分野であ
るかをChapter 3「語用論とは何か」(pp. 1522)を読んでおくこと。（90分）
【復習】授業内容を復習し、指示に従ってリ
アクションペーパーにまとめること。（90
分）

オンデマンド

【予習】教科書のChapter 4「発話行為」
（pp. 23-30）を読んでおくこと。（90分）
【復習】授業内容を復習し、指示に従ってリ
アクションペーパーにまとめること。（90
分）

理加

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（perlocution）について講義する。
オンデマンド
2）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
について考える。

【予習】教科書のChapter 5「調査１：謝罪
という発話行為」（pp. 31-38）を読んでお
くこと。（90分）
【復習】授業内容を復習し、指示に従ってリ
アクションペーパーにまとめること。（90
分）

理加

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（implicature）と推論
（inference）を軸に講義する。
2）身近な日常会話の事例を分析する。

【予習】教科書のChapter 6(pp. 39-46)「会
話の含意」を読んでおくこと。（90分）
【復習】授業内容を復習し、指示に従ってリ
アクションペーパーにまとめること。（90
分）

理加

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、関係、様式の「会話の公
理」を説明する。
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。

オンデマンド

【予習】教科書の該当箇所を読んでおくこ
と。（90分）
【復習】授業内容を復習し、指示に従ってリ
アクションペーパーにまとめること。（90
分）

理加

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。

オンデマンド

【予習】配布資料を読んでおくこと。（90
分）
【復習】授業内容を復習し、指示に従ってリ
アクションペーパーにまとめること。（90
分）

理加

サールの間接的発話行為と発話行為の成立条件
1）これまでに学習したオースティン、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、考察する。

オンデマンド

【予習】教科書のChapter 7「間接発話行
為」（pp. 47-54)を読んでおくこと。（90
分）
【復習】授業内容を復習し、指示に従ってリ
アクションペーパーにまとめること。（90
分）

理加

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。

オンデマンド

【予習】前回の授業で指示された課題をして
おくこと。（90分）
【復習】授業内容を復習し、指示に従ってリ
アクションペーパーにまとめること。（90
分）

理加

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。
2）敬意表現、あらたまりの度合い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。

オンデマンド

【予習】教科書のChapter 8「ポライトネ
ス」（pp. 55-63）までを読んでおくこと。
（90分）
【復習】授業内容を復習し、指示に従ってリ
アクションペーパーにまとめること。（90
分）

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。

オンデマンド

【予習】教科書のChapter 9「ポライトネス
（２）」（pp. 64-71）を読んでおくこと。
（90分）
【復習】授業内容を復習し、指示に従ってリ
アクションペーパーにまとめること。（90
分）

理加

初回ガイダンス
1）授業計画と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。

理加

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、オースティンが唱えた「発話
行為」理論を紹介し、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、その特徴について考察する。

10

吉田

理加

11

吉田

理加

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、
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12

13

吉田

吉田

JUNTENDO PASSPORT 1
ポライトネス方略も異なることを示す事例を研究する。

分）
【復習】授業内容を復習し、指示に従ってリ
アクションペーパーにまとめること。（90
分）

理加

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。

オンデマンド

【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、指示に従ってリ
アクションペーパーにまとめること。（90
分）

理加

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、考察する。

オンデマンド

【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、指示に従ってリ
アクションペーパーにまとめること。（90
分）

オンデマンド

【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、なぜ「語用論」
を学ぶ意義があるのかについてリアクション
ペーパーにまとめること。（90分）

オンデマンド

【予習】今学期講義で学んだことを振り返り
最終試験の準備をしておくこと（90分）

14

吉田

理加

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。

15

吉田

理加

最終テスト（持ち込み可）オンライン

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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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

2022年度前期

対象学年

カリキュラムにより異なります。

単位数

2単位

代表教員

齊藤 美野

ナンバリング

4402

担当教員

齊藤 美野

授業概要

全体内容

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
をしたうえで、個々に独自の研究を行う。

到達目標

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． 社会言語学の理論・概念を引用・応用し、言語現象に関する研究を行える。

授業の位置づけ

展開科目（異文化コミュニケーション領域科目(IC)）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【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
【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、初回授業後に、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】各回の前に「授業時間外の指導等」欄に記載の教科書の指定箇所を読み、理解しておく。そのほか、授業中の指示に
従い準備を行うこと。

成績評価の方法
評価方法

リアクション・ペーパー（30%）、小テスト（20%）、レポート（50%）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

評価基準

リアクション・ペーパー：講義・教科書から学んだ点の理解度およびグループ・ワークへの参加度、小テスト：講義・教科書から学
んだ点の理解度、レポート：各概念・理論の理解・応用度合、論理性

試験・課題等に対するフィードバック方法
授業中、およびGoogle Classroom経由で、適宜フィードバックを行う。
テキスト
概説 社会言語学

岩田祐子・重光由加・村田泰
美

ひつじ書房

978-4894766372

参考文献
Heinrich, P. & Ohara, Y. (2019) Routledge Handbook of Japanese Sociolinguistics. Routledge.
中村桃子（2021）『「自分らしさ」と日本語』筑摩書房．
その他
連絡先・オフィスア
ワー

初回授業にて告知する。

担当教員の実務経験
備考
授業計画
授業
回

担当者

1

齊藤 美野

2

齊藤 美野

授業内容

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

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

グループワーク

【予習】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)
1) 「方言」「言語変種」について学ぶ

反転授業・グループ
ワーク

【予習】教科書第２章の2.1（pp. 13-14）を
読み、自身の知識・経験や身の回りのことば

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml
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2) 言語と「威信」の関係について考える

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

齊藤 美野

齊藤 美野

齊藤 美野

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）

言語と地域(2)
宮古語を事例に、言語変種に関する知識を深める

【予習】指定資料を読む／視聴する（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）

言語と社会階層／言語と民族
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

反転授業・グループ
ワーク

【予習】教科書第３章の3.1から3.3（pp. 3537）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）

反転授業・グループ
ワーク

【予習】教科書第５章の5.1から5.3.2（pp.
69-73）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）

言語とジェンダー(1)
1) 「ジェンダー」について考える
2) 言語使用とジェンダーの関わりを考える

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

反転授業・グループ
ワーク

【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）

齊藤 美野

言語と年齢
1) 若者ことばの特徴を学ぶ
2) 若者ことばの調査・分析を行う

反転授業・グループ
ワーク

【予習】教科書第６章の6.4から6.6（pp. 8693）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】中間課題に取り組む（90分）

齊藤 美野

小テスト
言語の選択
1) 多言語社会について知る
2) 社会における言語選択について学ぶ

グループワーク

【予習】教科書第７章の7.1から7.3（pp. 99103）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】独自の研究構想を練る（90分）

齊藤 美野

社会言語学の研究方法
各自の研究に向け、研究方法を学ぶ

反転授業・グループ
ワーク

【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（90分）
【復習】研究構想を練る（90分）

齊藤 美野

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

反転授業・グループ
ワーク

【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）

齊藤 美野

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

反転授業・グループ
ワーク

【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）

反転授業・グループ
ワーク

【予習】教科書第９章の9.1から9.4.2（pp.
131-137）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）

齊藤 美野

ポライトネス(1)
「フェイス」について学ぶ

13

齊藤 美野

ポライトネス(2)
「ポライトネス・ストラテジー」を学ぶ

反転授業・グループ
ワーク

【予習】教科書第９章の9.4.3-9.5（pp. 138140）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）

14

齊藤 美野

事例研究と研究進捗報告：

反転授業・グループ

【予習】事例研究のための指定資料を読み、

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml
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これまでに学んだ理論を用い、提示されたコミュニケーショ
ンを分析する
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

15

齊藤 美野

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質問をし、関心や疑問をもっ
た点などを記す

ワーク

グループワーク

分析する（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）
【予習】発表の準備を入念に行う（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）

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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3/3

2022/05/13 14:45

JUNTENDO PASSPORT 1

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

2022年度前期

対象学年

2年

単位数

2単位

代表教員

今井 純子

ナンバリング

4403

担当教員

今井 純子

授業概要

全体内容

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。

到達目標

(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

授業の位置づけ

展開科目（異文化コミュニケーション領域科目(IC)）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【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 グローバル市民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
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。

成績評価の方法
下記の4項目の得点状況に基づき、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条件とし、欠席／遅刻は減点とする。
授業参加度 (20%)
各回のテーマについての振り返り (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%)

評価方法

応用言語学が広範に扱うテーマと3つの分野 (Learning, Teaching, Use) の特徴を理解し、基本的概念や理論を体系化する。また、レ
ポート、発表、振り返り活動では、自己の言語・教育・文化に関する経験、疑問や関心を、本科目で学んだ概念や理論を使って学術
的に説明することができる。

評価基準

試験・課題等に対するフィードバック方法
課題へのフィードバックは、授業内で行うことを基本とし、適宜Google Classroomも活用する。
テキスト
参考文献
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Google Classroomを通して配布します。
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。
その他
連絡先・オフィスア
ワー

授業開講時限の前後の他、オフィスアワー（本学部生専用ウェブに記載）を参照し、個別に担当教員（j-imai@juntendo.ac.jp）とア
ポイントメントをとった上で面談可。

担当教員の実務経験
備考
授業計画
授業
回

第１
回

担当者

今井純子

授業内容
【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

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

授業方法 ※

グループワーク

予習・復習・レポート課題等と学習時間
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)
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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第２
回

今井純子

JUNTENDO PASSPORT 1
【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

グループワーク

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)

第３
回

第４
回

第５
回

第６
回

第７
回

第８
回

第９
回

今井純子

今井純子

今井純子

今井純子

今井純子

今井純子

今井純子

第１0
今井純子
回

第１
１回

第１
２回

第１

今井純子

今井純子

今井純子

【言語の習得(2)】
(a) 母語獲得と第二言語の違い
(b) 主な第二言語習得理論

【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

【言語の習得(4)】
習得の個人差について（言語適正、年齢、モチベーション
等）

【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

【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

【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

【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

【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

【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

グループワーク

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)

グループワーク

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)

グループワーク

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)

グループワーク

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)

グループワーク

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)

グループワーク

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)

グループワーク

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)

グループワーク

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)

グループワーク

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)

【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

グループワーク

【言語の使われ方(4)】

グループワーク

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

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)

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
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３回

JUNTENDO PASSPORT 1
(a) 応用言語学から見た異文化コミュニケーション
(b) グローバル社会における英語

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)

第１
４回

第１
５回

今井純子

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）
まとめ
(a) 学生による成果発表
(b) 学習の振り返り
(c) 主な研究課題と研究方法の紹介

グループワーク

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）

発表、ライティング
復習：今学期の学習内容を自己の学習体験を
合わせて振り返り、関係性を見出す。(30分)

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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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

2022年度前期

対象学年

カリキュラムにより異なります。

単位数

2単位

代表教員

齊藤 美野

ナンバリング

4404

担当教員

齊藤 美野

授業概要

全体内容

「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基本用語・理論を学習す
る。講義に加え、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。

到達目標

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。

授業の位置づけ

展開科目（異文化コミュニケーション領域科目(IC)）／教職課程科目

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【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
【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、初回授業後に、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】各回の前に「授業時間外の指導等」欄に記載の教科書の指定箇所を読み、理解しておく。そのほか、授業中の指示に
従い準備を行うこと。

成績評価の方法
評価方法

リアクション・ペーパー（30%）、小テスト（20%）、レポート（50%）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

評価基準

リアクション・ペーパー：講義・教科書から学んだ点の理解度およびグループ・ワークへの参加度、小テスト：講義・教科書から学
んだ点の理解度、レポート：各概念・理論の理解・応用度合、論理性

試験・課題等に対するフィードバック方法
授業中、およびGoogle Classroom経由で、適宜フィードバックを行う。
テキスト
よくわかる翻訳通訳学

鳥飼玖美子（編著）

ミネルヴァ書房

9784623067275

参考文献
D’hulst, L. & Gambier, Y. (eds.) (2018) A History of Modern Translation Knowledge: Sources, Concepts, Effects. John Benjamins.
岩波書店編集部（編）（2006）『翻訳家の仕事』岩波書店．
その他
連絡先・オフィスア
ワー

初回授業にて告知する。

担当教員の実務経験
中・高教諭1種免許（英語）を取得するための必修科目
科目：教科に関する専門的事項（中学校及び高等学校 英語）
施行規則に定める科目区分又は事項等：教科に関する専門的事項

備考
授業計画
授業
回

担当者

1

齊藤 美野

2

齊藤 美野

授業内容

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

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」等の概念を理解した上で翻訳と
の関連を考える

グループワーク

【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）

翻訳学とは何か
1) 翻訳学の基本用語を覚える

反転授業・グループ
ワーク

【予習】教科書の「翻訳と通訳を学ぶにあた
って必要な用語」（pp. iii-iv）、「翻訳学の

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml
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2) 翻訳を研究する学問分野である翻訳学の研究対象を概観す
る

「マップ」」（pp. 114-115）を読み、大切
な点を書き出す（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）

反転授業・グループ
ワーク

【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、大切な点を書き出す（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）

反転授業・グループ
ワーク

【予習】教科書の「翻訳者の役割」（pp. 4445）を読み、大切な点を書き出す（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

反転授業・グループ
ワーク

【予習】教科書の「西洋の古典的翻訳理論」
（pp. 112-113）を読み、大切な点を書き出
す（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

反転授業・グループ
ワーク

【予習】教科書の「等価」（pp. 118-119）
を読み、大切な点を書き出す（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〈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

反転授業・グループ
ワーク

【予習】事例分析のための指定資料を読み、
分析をする（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）

8

齊藤 美野

現代の翻訳理論：機能主義的アプローチ (1)
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

反転授業・グループ
ワーク

【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、大切な点を書き出す（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）

9

齊藤 美野

小テスト
現代の翻訳理論：機能主義的アプローチ (2)
「テクストタイプ」概念について理解する

グループワーク

【予習】小テストに備える（120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（30分）

齊藤 美野

レポート課題の説明
現代の翻訳理論：機能主義的アプローチ (3)
1) ジャンルと訳出法の関係を考える

反転授業・グループ
ワーク

【予習】教科書の「翻訳のテクストタイプ」
（pp. 124-125）を読み、大切な点を書き出
す（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：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
グループで行い、結果を報告する

反転授業・グループ
ワーク

【予習】事例分析のための指定資料を読み、
分析する（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）

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

反転授業・グループ
ワーク

【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、大切な点を書き出す（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）

13

齊藤 美野

現代の翻理論：異質化と受容化〈事例研究〉
1) 「異質化」「受容化」概念の復習をする
2) 「異質化」「受容化」概念を用いた分析をグループで行
い、結果を報告する

反転授業・グループ
ワーク

【予習】事例分析のための指定資料を読み、
分析する（60分）
【復習】レポート執筆を進める（120分）

14

齊藤 美野

ゲスト講義
北代美和子氏（翻訳家）
「翻訳をするということ（仮）」

【予習】指定資料を読み、指示に従い準備し
ておく（60分）
【復習】レポートを完成させる（120分）

齊藤 美野

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）（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、翻訳に対し新しく得た視点を
ノート等にまとめる（60分）

3

4

5

6

7

10

11

12

15

齊藤 美野

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

齊藤 美野

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

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml
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※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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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

2022年度前期

対象学年

カリキュラムにより異なります。

単位数

2単位

代表教員

平塚

ゆかり

ナンバリング

4405

担当教員

平塚

ゆかり

授業概要

全体内容

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。

到達目標

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。

授業の位置づけ

展開科目（異文化コミュニケーション領域科目(IC)）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【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 グローバル市民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。

成績評価の方法
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％）を統合して評価する。

評価方法

通訳行為を体系的・理論的に理解し、通訳が「異文化コミュニケーション」としての営為であることを自分のことばで説明すること
ができる。
通訳と通訳者の果たす役割および課題について、自分のことばで論じることができる。

評価基準

試験・課題等に対するフィードバック方法
毎日の授業終了後にJ -PASSでリアクションペーパーを提出（必須）。フィードバックコメントはJ -PASSプラットフォームで返却する。
テキスト
よくわかる翻訳通訳学

鳥飼玖美子(編著)

ミネルヴァ書房

978-4-623-06727-5

参考文献
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。
その他
連絡先・オフィスア
ワー
担当教員の実務経験

毎日の授業休憩時もしくは終了後に質問を受け付ける。
日中貿易商社での社内通訳歴7年、フリーランス会議通訳ならびに東京地方裁判所、高等裁判所での法廷通訳経験20数年。

備考
授業計画
授業
回

担当者

授業内容

1

平塚

ゆかり

通訳概要講義
通訳とは何か、翻訳との違いなど通訳の特徴と概要を学ぶ

2

平塚

ゆかり

通訳の形式、種類について

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

講義、デイスカッシ
ョン

【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）「翻訳通訳と異文
化コミュニケーション」（pp. 2-3）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）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）

講義、デイスカッシ
ョン

【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
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ン）」「対話通訳／手話通訳」（pp. 5254）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）

3

平塚

ゆかり

職業としての通訳

グループワーク、グ
ループごとの発表、
デイスカッション

【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／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。（90分）
【復習】授業内で指示する。（90分）

4

平塚

ゆかり

通訳訓練方法について。リプロダクション訓練、サマライズ
訓練その他を行う。

講義、グループワー
ク、通訳訓練体験

別途事前に配布する通訳訓練教材に目を通し
て、内容を理解しておくこと。

講義、ディスカッシ
ョン

【予習】教科書の「3種類の翻訳」（pp.45）、「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. 168169）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）

5

6

7

8

9

10

平塚

平塚

平塚

平塚

平塚

平塚

ゆかり

ゆかり

ゆかり

ゆかり

ゆかり

ゆかり

正確な通訳とは、通訳の基準

通訳訓練と通訳実践

オンラインでの通訳
実践

【予習】事前に配布する通訳テーマに関して
リサーチを行う
【復習】通訳実践を通して不足、改善点をま
とめる

世界の通訳と日本における通訳、同時通訳の誕生

講義、グループワー
ク、発表

【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）、「戦後外交と同時通
訳」「アポロ宇宙中継と同時通訳」（pp. 24
-27）、「紛争と通訳」（pp. 90 -91）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）

紛争と通訳

講義、グループワー
ク、ディスカッショ
ン

【予習】「東京裁判」（pp. 22-23）「紛争
と通訳」（pp. 90 -91）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）

通訳学とは何か

日本の通訳史

11

平塚

ゆかり

中国における通訳を取り巻く現状（教育、キャリア形成）

12

平塚

ゆかり

日本の通訳：現状と課題

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

講義、ディスカッシ
ョン

講義、ディスカッシ
ョン

講義、ディスカッシ
ョン

講義、ディスカッシ
ョン、グループワー
クおよび発表

【予習】教科書のXII「通訳学」（pp.156163）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】教科書の「古代日本の通訳」（pp.
14-15）、「長崎通詞」（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）
【予習】教科書の「中国の通訳」（pp. 3233）、「 中国通訳史と仏典翻訳」（pp. 4041）、「中国の翻訳論：厳復の『信達雅』」
（pp. 148-149）、その他配布する文献を読
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）
【予習】「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）および指定された文献
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）
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【復習】授業内で指示する。（90分）

通訳者の適性と資格
13

14

15

平塚

平塚

平塚

ゆかり

ゆかり

ゆかり

講義、ディスカッシ
ョン、グループワー
クおよび発表

【予習】教科書の「適正と資格」（pp. 9495）、「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. 98101）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）

通訳者の役割と規範

講義、ディスカッシ
ョン

【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. 48-51）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）

学期のまとめ

ディスカッション、
グループワークおよ
び発表

【予習】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】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）

[講義日程]
8/1, 2, 8, 9： 各日1-4限

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml
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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

2022年度後期

対象学年

カリキュラムにより異なります。

単位数

2単位

代表教員

浅野

浩代

ナンバリング

4406

担当教員

浅野

浩代

授業概要

全体内容

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。

到達目標

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。

授業の位置づけ

展開科目（異文化コミュニケーション領域科目(IC)）／教職課程科目

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【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
・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。
・各課題に取り組む際は、講義内で学んだ専門用語・概念／応用方法、かつ指定教科書、参考書、配布資料での内容を踏まえた上で
の、引用／説明、分析・考察が求められるので、毎回の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、75名を上限とする。履修希望者が上限を上回る場合は、教職課程を履修する上級学年の学生、かつ春期履修登録者
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。また初回授業時に、授業運営上の重要な「ルール」も説
明することとし、履修生にはそれに従って全15回の講義履修をしてもらうことが前提となる。
・本科目は集中講義として実施する。
・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。

成績評価の方法

評価方法

通常点（20％）、中間課題（30％）、学期末試験／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（15回中10回以上）の授業回出席を評価の前提条件とし、欠席は減点とする。
なお、公欠として考慮する場合は、事前に「（公欠であると判断できる）関係書類」と共に、担当教員へ（学部指定の）欠席届を提
出することによって成立する。それ以外の欠席については通常欠席の扱いとする。

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

試験・課題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。
テキスト
記号論への招待

池上嘉彦

岩波書店

9784004202585

参考文献
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。
その他
連絡先・オフィスア
ワー

授業終了後に質問を受け付ける。
また必要に応じて、E-mail：(h-asano＠juntendo.ac.jp ※送信時、「＠」マークを小文字へ変換してから送信を)やGoogle
Classroom（初回授業時に詳細を提示）でも質問を受け付ける。

担当教員の実務経験
備考

中・高教諭1種免許（英語）を取得するための必修科目
科目：教科に関する専門的事項（中学校及び高等学校 英語）
施行規則に定める科目区分又は事項等：教科に関する専門的事項

授業計画

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml
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担当者

JUNTENDO PASSPORT 1
授業内容

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

回

1

2

3

4

5

6

7

浅野

浅野

浅野

浅野

浅野

浅野

浅野

浩代

浩代

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（pp.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。

パース記号論アプローチの導入
コミュニケーションの仕組み②
1）人間的なコミュニケーションと「仮説的推論」について
学ぶ

グループワーク、デ
ィスカッション

【予習】（90分）
教科書（pp.54-62）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。

グループワーク、デ
ィスカッション

【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。

浩代

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

浩代

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, line12-101, 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。

浩代

浩代

8

浅野

浩代

9

浅野

浩代

グループワーク、デ
ィスカッション

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
課題の準備をする。

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

グループワーク、デ
ィスカッション

【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。
また、本日までの授業を振り返りながら中間
課題の準備をする。

「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

グループワーク、デ
ィスカッション

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

【予習】（90分）
教科書の以下のページ：（pp.109-112）と
（pp.120, line4-123）を読み、重要な点を書
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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

10

11

12

13

浅野

浅野

浅野

浅野

浩代

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

浩代

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) 民話、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

浩代

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

浩代

14

浅野

浩代

15

浅野

浩代

詩的機能と創造性
1）異化の手法を理解する
2）日常生活で様々な異化の手法が取り入れられていること
を確認する

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

文化記号論を体験的にまとめる
1）これまでの授業を振り返り、文化記号論の基本的な姿勢
を再確認する
2）共有してきた様々なコミュニケーション現象を記号論的
視点から考察しながら、多様な文化を体験的に理解する
3）今後、異文化社会を理解する際、文化記号論の知見がど
のように活かされるのかについて、具体的な場面を想定しつ
つ考える
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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
課題の準備をする。

グループワーク、デ
ィスカッション

【予習】（90分）
教科書の以下のページ：（pp.123, line13128）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。

グループワーク、デ
ィスカッション

【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。

グループワーク、デ
ィスカッション

【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。

グループワーク、デ
ィスカッション

【予習】（90分）
教科書の以下のページ：（pp.193-211）と
「異化」に関する指定資料を読み、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
末試験／レポートの準備をする。

グループワーク、デ
ィスカッション

【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, line10-189）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
末試験／レポートの準備をする。

グループワーク、デ
ィスカッション（変
更の可能性あり）

【予習】（90分）
教科書の以下のページ：（pp.236-245）を読
み、重要な点を書き出しておく。
本日までの授業を振り返りながら学期末試験
／レポートに取り組む。
【学期末レポート課題】
これまで学んだ概念を応用し、身近な事例を
取り上げ、その現象を理論的に記述・分析す
ること。※箇条書きではなく、「論文」とし
て提出をすること。
【復習】（90分）
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JUNTENDO PASSPORT 1
これまでの授業を振り返り、全ての事象を
「記号」として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認をする。

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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JUNTENDO PASSPORT 1

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

2022年度後期

対象学年

2年

単位数

2単位

代表教員

髙濵 愛

ナンバリング

4407

担当教員

髙濵 愛

授業概要

全体内容

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。

到達目標

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。

授業の位置づけ

展開科目（異文化コミュニケーション領域科目(IC)）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【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
・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。

成績評価の方法
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。

評価基準

異文化適応に関する基本的な概念・理論・モデルについて説明することができる。自分や他の人の異文化体験をモデル等に基づいて
理解・分析できる。

試験・課題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。
テキスト
参考文献
＜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 and Use” University of Minnesota.
上記の他、必要に応じて適宜紹介する。
その他
連絡先・オフィスア
ワー

金曜日11時から13時まで。

担当教員の実務経験
備考
授業計画
授業
回

1

担当者

髙濵

愛

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する。
※各回の冒頭に、ペアまたはグループ（2-4人）によるミニ
ワークを行う予定。
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授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間
【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）
【復習】講義全体の説明を聞いたうえで、自
分自身の受講計画や目標を設定する。（90
分）
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2

3

4

5

髙濵

髙濵

髙濵

髙濵

愛

JUNTENDO PASSPORT 1
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）
【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）

愛

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。

愛

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。）

グループワーク（シ
ミュレーションゲー
ム）

【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）

愛

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。）

グループワーク（シ
ミュレーションゲー
ム）

【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）
【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）

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。
6

髙濵

愛
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。
7

髙濵

愛
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。

8

9

10

髙濵

髙濵

髙濵

愛

愛

愛

グループワーク（グ
ループ発表のテーマ
決定）

【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）

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）

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）

グループ発表準備
グループ発表の準備を行う。

グループワーク（グ
ループ発表準備）

【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】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）
【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）

11

髙濵

愛

グループ発表(1)

グループ発表

12

髙濵

愛

グループ発表(2)

グループ発表
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【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
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JUNTENDO PASSPORT 1
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）

13

14

15

髙濵

髙濵

髙濵

愛

グループ発表(3)

愛

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）

愛

グループ発表

【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）

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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JUNTENDO PASSPORT 1

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

2022年度前期

対象学年

3年

単位数

2単位

代表教員

原

和也

ナンバリング

4408

担当教員

原

和也

授業概要

全体内容

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。
＊履修希望者は、必ず初回の授業に出席すること。

到達目標

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。

授業の位置づけ

展開科目（異文化コミュニケーション領域科目(IC)）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【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 グローバル市民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
1．他の受講生の迷惑となる遅刻、私語をしないこと。
2．授業ではグループ単位でのディスカッションやワークを行うので、積極的に参加する意思がある者のみ履修をすること。
3．スマホやPCを机の上に出して受講しないこと。授業に関係のないスマホいじりやネットサーフィンを行っていることが発覚した
場合、評価対象外とする。オンライン接続が必要な時は指示をする。
4．期末試験の一部は英語で出題されることを理解しておくこと。
5．新型コロナウィルス感染対策として、オンライン受講が実施される場合：オンライン受講を希望する学生は、初回授業までに書
類を提出すること。他の理由によりオンライン受講をすることを認めない。また、学期を通じて自分が選んだ受講スタイル（対面か
オンライン）にて受講をすること。私的な理由により変更することを認めない。
6. 欠席をした日は、友人の協力を得て、授業内容をまとめておくこと。 課題の未提出等については、全て自己責任とす
る。4年生は特に注意を要する。

成績評価の方法
評価方法

1．期末試験（持ち込み不可）[選択式（一部英語）、穴埋め、論述]：60％
2．動画分析課題及び発表（グループワーク）： 40％

評価基準

１．非言語コミュニケーションの各研究分野の基礎知識の習得
２．基礎知識を課題に応用できること
３．日常生活のコミュニケーションに変化が生じること

試験・課題等に対するフィードバック方法
個別に対応する
テキスト
参考文献
教材：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.
その他
連絡先・オフィスア
ワー

火曜日14：55～16：25pm（4限）

それ以外の時間については、アポイントメントを取って下さい。

担当教員の実務経験
１．初回授業時に、補足情報を記載したシラバスを配布します。
２．授業内容は、受講生の人数により変更する可能性があります。

備考
授業計画
授業
回
1

担当者
原 和也

授業内容
オリエンテーション

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

授業方法 ※
講義、自己分析課

予習・復習・レポート課題等と学習時間
事前： 講義要項を読み、授業のシステムを理
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JUNTENDO PASSPORT 1
１．授業の進め方、履修上の注意（シラバス配布）
２．非言語コミュニケーション論の全体像

題、グループ・ディ
スカッション

解する（90分）
事後：各回のテーマを理解する（90分）

原 和也

非言語コミュニケーション・メッセージの特徴
１．定義
２．主な特徴
３．言語メッセージとの比較

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

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

身体動作学
１．定義
２．非言語メッセージの分類
３．世界のジェスチャー

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

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）

4

原 和也

視線接触学
１．視線
２．視線の機能と特徴
３．瞳孔信号

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

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）

5

原 和也

フィールド・ワーク調査法と調査倫理
１．動画分析課題への取り組み方
２．グループ・ディスカッション
３．研究プロポーザルの作成

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

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）

原 和也

周辺言語
１．定義
２．パラ言語の特徴と発信する意味
３．沈黙

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

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

接触学
１．定義
２．接触の重要性、機能、
３．接触における異文化比較

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

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
１．定義
２．対人距離の分類、パーソナル・スペース
３．空間利用におけるメッセージ

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

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
１．幼児の知覚
２．大人とのメッセージ交換
３．事例動画分析

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

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）

原 和也

時間概念学
１．定義
２．時間の概念、タイプ
３．時間志向

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

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

色彩と知覚
1．定義
２．色彩の分類、メカニズム
３．色彩心理学の応用

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

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）

12

原 和也

ボディー・メッセージ（対物学）
１．定義
２．身体が放つメッセージ
３．装飾品

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

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）

13

原 和也

フィールド・ワーク調査の分析結果発表 1
＊受講生の人数によって、授業内容及び発表の仕方について
変更の可能性あり。

プレゼンテーショ
ン、評価

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
ポートの修正・加筆に取り入れる（90分）

14

原 和也

フィールド・ワーク調査の分析結果発表 2
＊受講生の人数によって、授業内容及び発表の仕方について
変更の可能性あり。

プレゼンテーショ
ン、評価

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
ポートの修正加筆に取り入れる（90分）

15

原 和也

学期の総まとめ
1. 学期の振り返り
2. 期末試験

講義、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）

2

3

6

7

8

9

10

11

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml
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※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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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

2022年度前期

対象学年

3年

単位数

2単位

代表教員

中村

優子

ナンバリング

4409

担当教員

中村

優子

授業概要
全体内容

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。

到達目標

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。

授業の位置づけ

展開科目（異文化コミュニケーション領域科目(IC)）／教職課程科目

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【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 グローバル市民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
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。

成績評価の方法

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。また、
講義内容を書く研究ノート（＝講義ノート）に、授業の内容のみならず、予復習で出された課題を記入する。そのクオリティは評価
の対象となる。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。

評価基準

学期末の課題レポートは、盛り込むべき内容が初回授業で明確に示されます。それをクリアし、かつ、ページ数、フォントなど書式
が設定してあるのでそれに従って書くこと。

試験・課題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。
テキスト
言葉とは何か

丸山圭三郎

筑摩書房

978-4-480-09145-1

参考文献
参考書：青木保（1978）『文化の翻訳』東京大学出版会
Munday, J.(2008) Introducing Translation Studies. (2nd Ed.) NY: Taylor & Francis Group, LLC.
その他
連絡先・オフィスア
ワー

講義前後とする。

担当教員の実務経験

ニューヨークの多言語・多文化広告代理店にてシニア・コピーライターとして勤務後、国内の大手広告代理店にて海外広報を担当。

備考

中・高教諭1種免許（英語）を取得するための必修科目
科目：教科に関する専門的事項（中学校及び高等学校 英語）
施行規則に定める科目区分又は事項等：教科に関する専門的事項

授業計画
授業
回

1

担当者

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

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間
【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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3

中村優子

中村優子

JUNTENDO PASSPORT 1
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。
4

5

6

中村優子

中村優子

中村優子

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

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
8

中村優子

9

中村優子

オリエンタリズムとは、ポスト・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。

グローバリゼーションと「訳す」という行為

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

【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。
【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。
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【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。

10

11

12

13

14

15

中村優子

中村優子

中村優子

中村優子

中村優子

中村優子

文学と翻訳

ニュースと通訳・翻訳

広告と翻訳

PRと翻訳

アニメ、映画・字幕翻訳

まとめ・事例鑑賞・総合討論

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

【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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※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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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

2022年度前期

対象学年

3年

単位数

2単位

代表教員

齊藤 美野

ナンバリング

4410

担当教員

齊藤 美野

授業概要

全体内容

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。

到達目標

・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。

授業の位置づけ

展開科目（異文化コミュニケーション領域科目(IC)）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【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
【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。
各回の告知を聞き、毎回の授業のために必要な準備を欠かさず行うこと。

成績評価の方法

学期中の提出課題（40%）、最終プレゼンテーション（10%）、期末レポート（50%）の
合計点により最終評価を行う。

評価方法

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。
学期中の提出課題・最終回のプレゼンテーション・期末レポート：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

評価基準

試験・課題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。
テキスト
参考文献
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．
高橋さきの・深井裕美子・井口耕二・高橋聡（2016）『できる翻訳者になるために：プロフェッショナル4人が本気で教える翻訳のレッスン』講談社
灰島かり（2021）『＜新装版＞絵本翻訳教室へようこそ』研究社．
その他
連絡先・オフィスア
ワー

初回授業にて告知する。

担当教員の実務経験
備考
授業計画
授業
回

担当者

授業内容

1

齊藤 美野

イントロダクション
1. 基本用語
2. 調べ物の重要性

2

齊藤 美野

［Unit 1. ニュース］

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

グループワーク

【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）

グループワーク

【予習】配布資料を読み、下訳を作成する
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ニュース記事（1）
1. 本ジャンルの特徴
2. 本ジャンルの訳出に必要な工夫

（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）

3

齊藤 美野

ニュース記事（2）
1. 翻訳演習
2. ピア・レビュー

グループワーク

【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

グループワーク

【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
1. 本ジャンルの特徴
2. 本ジャンルの訳出に必要な工夫
3. 翻訳演習と発表

グループワーク

【予習】配布資料を読み、下訳を作成する
（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）

6

齊藤 美野

［Unit 3. プレスリリース］
実務：プレスリリース
1. 本ジャンルの特徴
2. 本ジャンルの訳出に必要な工夫
3. 翻訳演習と発表

グループワーク

【予習】配布資料を読み、下訳を作成する
（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）

7

齊藤 美野

［Unit 4. 児童文学］
児童文学（1）
1. 本ジャンルの特徴
2. 本ジャンルの訳出に必要な工夫

グループワーク

【予習】配布資料を読み、下訳を作成する
（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）

8

齊藤 美野

児童文学（2）
1. 翻訳演習
2. ピア・レビュー

グループワーク

【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

グループワーク

【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］
字幕（1）
1. 本ジャンルの特徴
2. 本ジャンルの訳出に必要な工夫

グループワーク

【予習】配布資料を読み、下訳を作成する
（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）

11

齊藤 美野

字幕（2）
1. 翻訳演習
2. ピア・レビュー

グループワーク

【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）

グループワーク

【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）

グループワーク

【予習】配布資料を読み、下訳を作成する
（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）

グループワーク

【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）

グループワーク

【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

字幕（3）
1. 翻訳演習と発表
2. 訳例との比較
12

齊藤 美野
［Unit 6. 観光案内］
広告：観光案内（1）
本ジャンルの特徴

13

齊藤 美野

広告：観光案内（2）
1. 本ジャンルの訳出に必要な工夫
2. 翻訳演習

14

齊藤 美野

広告：観光案内（3）
1. 翻訳演習
2. ピア・レビュー

15

齊藤 美野

最終プレゼンテーションとまとめ
1. 口頭発表
2. 各ジャンルの訳出法の重要点を振り返る

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

2/3

2022/05/13 14:47

JUNTENDO PASSPORT 1

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

3/3

2022/05/13 14:47

JUNTENDO PASSPORT 1

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

2022年度後期

対象学年

3年

単位数

2単位

代表教員

岡部 大祐

ナンバリング

4411

担当教員

岡部 大祐

授業概要

全体内容

【コースの趣旨と概要】
本授業は、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。具体的には、（１）個人や組織間のコミュニケーショ
ンについて、基本的な理論的知見を踏まえて分析できるようになること、（２）分析によって明らかになったコミュニケーション上
の課題について、代替案を提案できること、この２つの力をプロジェクト活動を通じて身につけることである。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。
本授業ではコミュニケーションに談話（discourse）の観点からアプローチし、関連する諸概念や説明モデルについて学んでい
く。受講生は、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、事前準備
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。授業内でのインプットを行うのでは、実践まで至る時間がなくなるため、事
前準備は必須である。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。
当科目のGoogle Classroomに参加し、「授業の約束」への同意を提出することを必須とする。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。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ことがある。

到達目標

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。

授業の位置づけ

展開科目（異文化コミュニケーション領域科目(IC)）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【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 グローバル市民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
以下の1)〜2)の条件を満たしている者が履修可能である。3) 以降については、受講にあたって担当者が望むことである。
1) 当科目のGoogle Classroomに参加し、「授業の約束」に同意している
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) グループワークが基本であるため、「基礎演習」で学んだファシリテーションのスキルを復習しておく
4) 「コミュニケーション概論」（原和也先生・岡部・Wadden先生）、「非言語コミュニケーション」（原和也先生）、「ことばと
社会」（齊藤美野先生）、「異文化適応」（髙濵愛先生）、
「行為としてのことば」（吉田理加先生）、「言語と人間」（坪井睦子先生）を受講していると理解が容易になる。ただし、必須で
はない。
5) 展開科目であるため、必修の「異文化コミュニケーション概論」他、（異文化）コミュニケーション学の基本的な内容を振り返っ
ておいて欲しい。
6) 質的調査法（インタビュー法や観察法）を学んだことがあれば、プロジェクト・ワークの助けになるだろう。

成績評価の方法
評価方法

成績評価方法
a）事前準備（20%）
b）プロジェクト成果物（2回実施、15% & 15% = 30%）
c）プロジェクト分析エッセイ（2回実施、20% & 30%=50%）
成績評価は下記の達成度（％）に基づき行う。
S: 90%以上の達成度
A: 80-89%の達成度
B: 70-79%の達成度
C: 60-69%の達成度
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F: 60%未満の達成度
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。なお、当科目での「出席」とは各回に対して適切な応答をする
こと（必ずしも「正解」ということではない）を意味している。
「出席」は単位認定の必要条件であり、十分条件ではないことにも注意されたい。
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。

成績評価基準
a）事前準備：ワークに参加する上で十分な理解ができているか否か
b）コミュニケーション・デザイン・プロジェクト：指定テーマの目的が効果的かつ適切に達成されているか
c）プロジェクト分析エッセイ：1）形式性（指定書式の遵守がされているか）、2）主張の明瞭性（テーマへの明瞭な応答がある
か）、3）妥当な論証（複数の根拠から論理的に主張が導かれているか）、
4）根拠の質（主張を支える信頼できるデータが提供されているか）、5）理論性（本科目で学んだコミュニケーション理論・概念の
適切な理解が示されているか）

評価基準

試験・課題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。
テキスト
参考文献
教科書：リーディング・パケットを配布する予定
参考書：以下はごく一例です。さらに学びたい人は担当教員にいつでも相談してください。カッコ内はおおよその難易度。
林宅夫（編著）.（2008）. 談話分析のアプローチ——理論と実践——. 研究社. （LV2）
小山亘（2012）. コミュニケーション論のまなざし. 三元社. （LV3+）
末田清子 (2021).コミュニケーション・スタディーズー アイデンティティとフェイスからみた景色.
末田清子・福田浩子 (2010). コミュニケーション学. その展望と視点. 松柏社. （LV1）
鳥飼玖美子（2021）. 異文化コミュニケーション学. 岩波書店. （LV2）

新曜社. （LV2）

Griffin, E. M., Ledbetter, A. & Sparks, G. (2018). A first look at communication theory (10th ed.). McGraw-hill. （LV3）
Ting-Toomey, S. & Chung, L.S. (2022). Understanding intercultural communication (3rd ed.). Oxford University Press.（LV3）
その他
連絡先・オフィスア
ワー

木曜日の昼休み時間帯。その他の曜日・時間帯は個別に相談のこと。オンラインでも対応可能。

担当教員の実務経験
本コースは異文化コミュニケーション領域の展開科目であるため、１、２年次での基本的な知識を前提としている。
しかし、異文化コミュニケーション領域専攻である学生にのみ向けたコースでは全くない。むしろ、多様な専門を学ぶ受講生の参加
を歓迎する。

備考

基本的知識に自信がないものの、本コースに興味をもち、受講を検討したい学生の相談には応じるので、個別に連絡されたい。
授業計画
授業
回

担当者

1
岡部 大祐
（10/5）

2

岡部 大祐

授業内容

基本に立ち返る
1) ルールメイキング
2) ファシリテーションのスキル再訪

「コミュニケーションが大切」ってどういうこと？
〜コミュニケーションの多面性と多層性

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

グループワーク、討
論、講義、プレゼン
テーション

【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）

グループワーク、討
論、講義、プレゼン
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）

3
岡部 大祐
（10/19）

「それってどういう意味？」のコミュニケーション論
〜「コンテクスト」概念の再考

グループワーク、討
論、講義、プレゼン
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）

4
岡部 大祐
（10/26）

「あなたは／わたしは誰？」を問う
〜社会的アイデンティティとその構築性

グループワーク、討
論、講義、プレゼン
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）

「誠実な会社」のイメージはどこから？
〜成員カテゴリーとポジショニング

グループワーク、討
論、講義、プレゼン
テーション

【予習】事前課題に取り組む（90分）
【復習】授業で扱った理論・モデルの理解
を確認し、プロジェクトとエッセイに取り
組む（90分）

コミュニケーション・リサーチ・プロジェクト（A）発表

グループワーク、討

【予習】リハーサルを含む、発表準備をす

5
岡部 大祐
（11/2）
6

岡部 大祐
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（11/9）

論、プレゼンテーシ
ョン

る／エッセイのドラフトを完成しておく
（120分）
【復習】発表フィードバックを受けて、エ
ッセイを完成させて提出する（120分）

7
岡部 大祐
（11/16）

相手に合わせる？合わせない？
〜コミュニケーション調整の方法

グループワーク、討
論、講義、プレゼン
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）

8
岡部 大祐
（11/30）

「ここは私の顔を立ててよ！」
〜フェイスとフェイス交渉

グループワーク、討
論、講義、プレゼン
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）

グループワーク、討
論、講義、プレゼン
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）

グループワーク、討
論、講義、プレゼン
テーション

【予習】これまでの理論講義のメモを整理
し、参照できるようにしておく（90分）
【復習】プロジェクト要領をメンバー全員
で確認し、共通理解をつくっておく（90
分）

グループワーク、討
論

【予習】当日に時間を有効に使うために、
プロジェクトのための調べ物を済ませてく
る（90分）
【復習】プロジェクト・ワークの話し合い
の成果と課題を明確化する（90分）

グループワーク、討
論

【予習】プ当日に時間を有効に使うため
に、プロジェクトのための調べ物を済ませ
てくる（90分）
【復習】プロジェクト・ワークの話し合い
の成果と課題を明確化する（90分）

9
岡部 大祐
（12/7）

10
岡部 大祐
（12/14）

11
岡部 大祐
（12/21）

12
岡部 大祐
（12/28）

13
岡部 大祐
（1/4）

14
岡部 大祐
（1/11）

15
岡部 大祐
（1/18）

喧嘩するほど仲が良い（？）
〜コンフリクトとコミュニケーション能力

理論的リフレクション・討論
コミュニケーション・リサーチ・プロジェクト（B）の説
明

プロジェクト・ワーク
〜問題の定義、データ収集

プロジェクト・ワーク
〜データ分析、解決策提案

グループワーク、討
論、プレゼンテーシ
ョン

【予習】当日に時間を有効に使うために、リ
ハーサルのための発表資料を完成させ、練習
しておく（120分）
【復習】リハーサルのフィードバックを踏ま
えて、改善点を整理し、メンバーと共有する
（90分）

コミュニケーション・リサーチ・プロジェクト（B）発表

プレゼンテーショ
ン、討論

【予習】プレゼンテーションの準備をする
（120分）
【復習】自分の発表へのフィードバックを
整理し、エッセイのドラフトを作成する
（240分）

総合討論とコースの総括

グループワーク、討
論、プレゼンテーシ
ョン

【予習】討論に向けて自分のアイディアを
簡潔に提示できるように準備しておく（90
分）
【復習】総合討論を踏まえてエッセイを完
成させ、提出する（120分）

プロジェクト・ワーク
〜プレゼンテーション準備、リハーサル
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※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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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

2022年度後期

対象学年

3年

単位数

2単位

代表教員

原

和也

ナンバリング

4412

担当教員

原

和也

授業概要

全体内容

個人のものの見方や考え方は、各自が成長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、
演習課題、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。

到達目標

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

授業の位置づけ

展開科目（異文化コミュニケーション領域科目(IC)）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【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 グローバル市民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
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。注意を受けた日は欠席とする。
２．学期を通じて、同じ座席で受講すること。第2回目の授業時に座席を固定する。
３． 授業中の電子機器(スマホ、PCなど）の使用は禁止とする（担当教員が指示した時は除く）。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。
４．新型コロナウィルス感染対策によりオンライン受講が実施される場合：初回授業時に、対面かオンライン
受講を決定し、学期を通して選択した方法で受講すること。新型コロナウィルス以外の理由は認められない（やむを得ず変更す
る場合は、担当教員の許可を取ること）。
5． 欠席をした日は、友人の協力を得て、授業内容をまとめておくこと。 課題の未提出等については、全て自己責任とする。4年生
は特に注意を要する。

成績評価の方法
評価方法

１． 期末試験 [選択式（一部英語）、穴埋め、論述]（50％）
２．異文化コミュニケーション・モデルの作成 [グループ・ワーク（40％）
３．フィードバック・ノート（10％）

評価基準

１．授業で扱う基本事項・理論の理解。
２．基本事項・理論を実践できる。
３．授業で学んだことを活かし、新しい「知」を産み出す。

試験・課題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）。
テキスト
参考文献
１．毎回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
その他
連絡先・オフィスア
ワー

火曜日 14：55~16:25（4限）。それ以外の時間については、アポイントメントを取って下さい。

担当教員の実務経験
初回に別途、補足情報を記載したシラバスを配布します。

備考
授業計画
授業
回

1

担当者

原 和也

授業内容
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
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授業方法 ※

講義、グループ・デ
ィスカッション

予習・復習・レポート課題等と学習時間
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）
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原 和也
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文化とは何か
(1) 文化の定義、構成要素、概念モデル
(2) 共文化の特徴

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

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

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

原 和也

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・ショックと自己成長

原 和也

文化とステレオタイプ
(1) ステレオタイプの定義、形成要因、主な特徴、引き起こ
す問題
(2) 偏見の定義、形成要因、機能、解決策

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

予習：自分が抱いているステレオタイプや偏
見を列挙し、カテゴリー化する (90分）
復習：自己のステレオタイプや偏見の生成過
程を整理し、授業で扱った主要分類法に基づ
き、整理する (90分）

原 和也

人種差別と偏見
(1) 米国における実験授業の分析
(2) 偏見の解決に向けて

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

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)

原 和也

異文化コミュニケーションモデルの作成【課題の指示、用紙
の配布】
(1) モデルの定義、特徴、タイプ、主要モデル
(2) 作成法（課題内容）

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

予習：文化が要因となっている問題事例をひ
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)

原 和也

個人内コミュニケーション・プロセス、知覚・認知
(1) 個人内コミュニケーションの定義、思考プロセス、モデ
ル
(2) 知覚と認知のメカニズム

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

予習：自己の日常の思考過程を図式化する
(90分)
復習：個人内コミュニケーション・モデルを
もとに、自己の情報処理過程を分析する (90
分）

原 和也

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

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

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）

原 和也

自己と人間関係
(1) etic・emic
(2) 文化的自己観

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

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)

原 和也

文化が認知形成へ与える影響
1. 包括的思考と分析的思考
2. 研究事例の紹介と考察

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

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)

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

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）
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）
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）

原 和也

文化と発達
(1) 発達に関する心理・文化モデル
(2) 親子関係と発達における期待

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

予習：幼少期を思い出し、どのように育てら
れたか、大人から何を期待されていたかを振
り返る (90分)
復習：授業で扱ったモデルをもとに、今後子
ども達とどのように係っていくのかについて
考える (90分)

原 和也

文化と共感能力
(1) 共感、博愛主義、向社会的行動
(2) 日本的思いやり意識の特徴

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

予習：他者の気持ちが理解できる事例、他者
のための行動の事例をまとめる (90分)
復習：授業で行った自己分析をもとに、自ら
の他者への行動について内省をする (90分)

原 和也

文化と認知系のトレーニング演習
(1) 論理療法の基礎
(2) 演習課題

講義、自己分析課
題、グループ・ディ
スカッション

予習：自分の思考の傾向と育った文化との関
連を考える(90分）
復習：授業内容をもとに、修正活動を行う
(90分）

原 和也

授業の総まとめと期末試験
(1) 授業で扱った基礎概念、主要理論の理解度
(2) 実践への応用

講義、試験

予習：最終試験への復習 (120分）
復習：授業全体を振り返り、今後の異文化理
解とコミュニケーションの質の向上について
考える (60分）
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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

2022年度後期

対象学年

3年

単位数

2単位

代表教員

畑上 雅朗

ナンバリング

4413

担当教員

畑上 雅朗

授業概要
全体内容

今年度はSDGs（国連の持続可能な開発目標）をテーマにした教材を用いて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。

到達目標

1. 基本的な逐次通訳ができる。
2. SDGsを理解する。

授業の位置づけ

展開科目（異文化コミュニケーション領域科目(IC)）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【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 グローバル市民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
通訳の（練習含む）経験は不要だが、SDGsについて関心を持っておくこと。受講生の関心、レベル、人数などによっては、シラバ
スに記載された授業内容に変更が生じる場合もあるので注意。

成績評価の方法
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。

評価基準

・訳が正確でこなれているか。
・内容を理解した訳になっているか。

試験・課題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
テキスト
参考文献
特になし、随時指示する。
その他
連絡先・オフィスア
ワー
担当教員の実務経験

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。
実務経験あり。長年、通訳実務に携わってきた。特にSDGsに関係するテーマの通訳経験は豊富。

備考
授業計画
授業
回
１５
回

2

担当者

授業内容

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

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)通訳とSDGsの概要を説明する。

【予習】通訳とSDGsについて調べる(90
分)。
【復習】授業で扱った教材を読み返してみる
(90分)。

畑上雅朗

目標１ 貧困をなくそう
関連教材「フィリピンに生きる子ども」を使って通訳練習す
る。

【予習】貧困について調べるとともに、指定
動画を視聴してくる(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)。

目標２ 飢餓をゼロに
関連教材"Millions face starvation in Afghanistan"を使って
通訳練習する。

【予習】
飢餓問題について調べてくるとともに、指定
動画を視聴してくる(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)。

目標３ すべての人に健康と福祉を
関連教材"Disaster Mission To Nepal Earthquake"を使って通

【予習】
健康や福祉についてインターネット等で調べ

3

畑上雅朗

4

畑上雅朗
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訳練習をする。

ておく。指定動画を視聴してくる(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)。

目標４ 質の高い教育をみんなに
関連教材「フィンランドの教師養成学校」を使って通訳練習
する。

【予習】
フィンランドの教育について調べ、指定動画
を視聴してくる(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)。

目標５ ジェンダー平等を実現しよう
関連教材「アイスランドは男女格差なし」を使って通訳練習
する。

【予習】
ジェンダー平等について調べ、指定動画を視
聴してくる(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)。

目標６ 安全な水とトイレを世界中に
関連教材「安全な水とトイレってなに？」を使って通訳練習
する。

【予習】
水について調べ、指定動画を視聴してくる
(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

目標７ エネルギーをみんなに そしてクリーンに
関連教材"Renewable Energy"を使って通訳練習する。

【予習】
再生可能エネルギーについて調べ、指定動画
を視聴してくる(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

目標８ 働きがいも経済成長も
関連教材「働きがいのある会社作り」を使って通訳練習す
る。

【予習】
働きがいについて調べ、指定動画を視聴して
くる(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)。

目標１０ 人や国の不平等をなくそう
関連教材「教育格差：不平等の根源」を使って通訳練習す
る。

【予習】
不平等の問題について調べ、指定動画を視聴
してくる(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)。

目標１１ 住み続けられるまちづくりを
関連教材「住み続けられるまちづくり」を使って通訳練習す
る。

【予習】
まちづくりについて調べ、指定動画を視聴し
てくる(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

目標１２ つくる責任つかう責任
関連教材"Food wastage footprint"を使って通訳練習する。

【予習】
フードロスについて調べ、指定動画を視聴し
てくる(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

通訳発表会準備
SDGs１７目標から１つを選び、考えてきたスピーチを実際
に書いてみる。パートナーと打ち合わせをする。

【予習】
SDGsの１７目標から１つを選び、短いスピ
ーチを考える(90分)。
【復習】
必要ならスピーチの手直しをする(90分)。

14

畑上雅朗

通訳発表会
全員がスピーカーと通訳役を演じる。

【予習】
スピーチや通訳の練習をしてくる(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

畑上雅朗

畑上雅朗

畑上雅朗

畑上雅朗

畑上雅朗
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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

2022年度後期

対象学年

3年

単位数

2単位

代表教員

坪井

睦子

ナンバリング

4414

担当教員

坪井

睦子

授業概要

全体内容

本授業は、言語とコミュニケーションを切り口として、人間の文化・社会を探求する言語人類学の入門コースです。授業では、言語
人類学の基本的な考え方、言語・コミュニケーション観、研究方法の概要を学びながら、私たちの日常生活における具体的な言語行
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・考察します。こうした活動を通し、言語と社会・文化との深い関わり
について理解を深め、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、異文化コミュニケーションの道筋を共に考え
ます。
キーワード：文化相対主義、コミュニケーション能力、スピーチ・コミュニティー、言語と思考、言語社会化、コミュニケーション
モデル、コミュニケーションの民族誌

到達目標

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

1. 言語人類学の基本的な考え方、主要概念、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、実際の言語使用やコミュニケーションの分析を行うこと
ができる。
3. 言語と社会・文化との多層的な関係について理解し、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。

展開科目（異文化コミュニケーション領域科目(IC)）／教職課程科目
【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 グローバル市民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
・受講希望者は、事前にシラバスをよく読み、第1回授業に必ず出席してください。
・指定された課題については、必ず準備して授業にのぞんでください。授業は、講義、およびグループやクラス全体での活動・討
論・発表を組み合わせた受講者参加型形式で進めます。受講者には自ら考え、その日の課題に主体的に取り組む態度、仲間と共に学
び合う姿勢が求められます。
・クラスの状況により、授業計画が一部変更される場合があります。
＊なお、集中講義のため、基本的に全日程に出席できることを履修要件とします。また、授業運営上、履修人数は60人を上限としま
す。

成績評価の方法

評価方法

評価基準

授業への積極的・主体的参加と貢献（20%）、リアクションぺーパー（20％）、提出課題（30%）、プレゼンテーション （10%）、
期末課題（20％）

本授業の3つの到達目標の観点から、リアクションペーパー、プレゼンテーションを含む各々の課題について評価します。

試験・課題等に対するフィードバック方法
リアクションペーパー、提出課題、プレゼンテーションについては随時授業時に、期末課題については授業時またはオンラインでフィードバックを行いま
す。
テキスト
特になし
参考文献
Ahearn, L. M. (2021) Living Language: An Introduction to Linguistic Anthropology (3rd. ed.) Oxford: Wiley-Blackwell.
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．
今井むつみ (2010)『ことばと思考』岩波書店．
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．
武黒麻紀子（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．
その他、随時授業時に提示します。必要に応じて資料を配布します。
その他
連絡先・オフィスア
ワー

各回の授業終了後に質問や相談を受け付けます。

担当教員の実務経験

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

1/3

2022/05/13 14:47

JUNTENDO PASSPORT 1
中・高教諭1種免許（英語）を取得するための必修科目
科目：教科に関する専門的事項（中学校及び高等学校 英語）
施行規則に定める科目区分又は事項等：教科に関する専門的事項

備考

授業計画
授業
回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

担当者

坪井

坪井

坪井

坪井

坪井

坪井

坪井

坪井

坪井

授業内容

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

睦子

(1)初回ガイダンス
・授業の概要、評価の方法、授業の進め方
(2) 言語人類学とは
・人間にとっての言語
・言語人類学の特徴と隣接分野

講義・グループワー
ク・ディスカッショ
ン

【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る。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
こと。（90分）
【復習】講義と授業での議論を踏まえ、言語
人類学という学問領域の特徴について復習す
る。また、自ら考えたことや疑問点を整理し
ておく。（90分）

睦子

言語人類学の基本的視座：文化・言語・コミュニケーション
観
・文化相対主義
・社会行為としての言語使用
・コミュニケーション能力

講義・グループワー
ク・ディスカッショ
ン

【予習】指示された課題に取り組む（90分）
【復習】講義と授業活動での議論を踏まえ、
言語人類学の基本的視座について整理すると
ともに、それに対する自らの考え、疑問点を
まとめる（90分）

睦子

言語人類学の３つの基本概念
・ことばの多機能性
・ことばの指標性
・スピーチ・コミュニティー

講義・グループワー
ク・ディスカッショ
ン

【予習】指示された課題に取り組む（90分）
【復習】講義と授業活動での議論を踏まえ、
言語人類学の３つの基本概念について整理す
るとともに、それに対する自らの考え、疑問
点をまとめる（90分）

睦子

「私」のスピーチ・コミュニティー
・日常の多様な言語使用とスピーチ・コミュニティー
・「私」のスピーチ・コミュニティー・マップを作る

講義・グループワー
ク・ディスカッショ
ン

【予習】指示された課題に取り組む（90分）
【復習】講義と授業活動での議論を踏まえ、
自らのスピーチ・コミュニティーでの言語使
用について振り返るとともに、新たな気づき
や疑問点をまとめておく（90分）

睦子

言語と思考（1）
・サピア・ウォーフの仮説
・言語相対論と言語決定論
・認知とカテゴリー化

講義・グループワー
ク・ディスカッショ
ン

【予習】指示された課題に取り組む（90分）
【復習】講義と授業活動での議論を踏まえ、
言語相対論について整理するとともに、言語
相対論の視点から日常の身近な言語使用を観
察し、気づいたことや疑問点をまとめておく
（90分）

講義・グループワー
ク・ディスカッショ
ン

【予習】指示された課題に取り組む（90分）
【復習】講義と授業活動での議論を踏まえ、
日常生活において言語と思考が深く関わると
考えられるその他の事象を探して考察すると
ともに、それに対する自らの考え、疑問点を
まとめておく（90分）

睦子

言語と思考（2）
・虹は何色？
・もしも「右」や「左」がなかったら？

睦子

言語社会化
・子供のころのことばをめぐる体験
・自称詞・対称詞・他称詞
・言語社会化の2つの側面
・大人の言語社会化

講義・グループワー
ク・ディスカッショ
ン

【予習】指示された課題に取り組む（90分）
【復習】講義と授業活動での議論を踏まえ、
言語社会化について整理するとともに、日常
生活における具体的事例を思い出してみる。
それに対する自らの考え、疑問点をまとめて
おく（90分）

睦子

言語人類学の研究方法
・フィールドワーク／参与観察
・談話分析／会話分析
・データの収集

講義・グループワー
ク・ディスカッショ
ン

【予習】指示された課題に取り組む（90分）
【復習】講義と授業活動での議論を踏まえ、
言語人類学の研究方法について整理するとと
もに、自らの研究を構想しデータ収集の計画
を立てる（90分）

睦子

ヤコブソンのコミュニケーションモデル
・コミュニケーションモデルとは
・ヤコブソンの6機能モデル

講義・グループワー
ク・ディスカッショ
ン

【予習】指示された課題に取り組む（90分）
【復習】講義と授業活動での議論を踏まえ、
ヤコブソンのコミュニケーションモデルにつ
いて整理し、自ら集めたデータに当てはめて
考察してみる（90分）

コミュニケーションの民族誌
・スピーチ・イベント
・SPEAKING
・コミュニケーションの実際

講義・グループワー
ク・ディスカッショ
ン

【予習】指示された課題に取り組む（90分）
【復習】講義と授業活動での議論を踏まえ、
コミュニケーションの民族誌について整理
し、自ら集めたデータに当てはめて考察して
みる（90分）

相互行為の分析
・参与の枠組み
・フレーム

講義・グループワー
ク・ディスカッショ
ン

【予習】指示された課題に取り組む（90分）
【復習】講義と授業活動での議論を踏まえ、
授業で扱った相互行為分析のための各概念装

10

坪井

睦子

11

坪井

睦子
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・コンテクスト化の合図
・コードスイッチング

12

13

14

15

坪井

坪井

坪井

坪井

睦子

データ分析
・分析の実際
・データの精査
・分析の枠組み検討

睦子

グループ・ワーク：プレゼンテーションの準備
・データ分析共有
・プレゼンテーション準備

睦子

睦子

最終プレゼンテーション（グループ）

(1)まとめ
・多言語多文化共生社会における言語人類学の貢献
(2)期末課題

置について整理し、自ら集めたデータに当て
はめて考察してみる（90分）
講義・グループワー
ク・ディスカッショ
ン

【予習】指示された課題に取り組む（90分）
【復習】講義と授業活動での議論を踏まえ、
研究計画に基づき自ら集めたデータを分析す
る（90分）

グループワーク

【予習】指示された課題に取り組む（90分）
【復習】自らのデータ分析と他のメンバーの
データ分析を比較対照し、気づいたことや疑
問点をまとめる（90分）

グループワーク・プ
レゼンテーション

【予習】指示された課題に取り組む（90分）
【復習】他のグループのプレゼンテーション
を聞いて、気づいたことや疑問点をまとめる
とともに、自らのグループのプレゼンテーシ
ョンを振り返る（90分）

講義・グループワー
ク・ディスカッショ
ン

【予習】本授業を通して学んだことを踏ま
え、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する課
題に言語人類学の知見がどう生かせるか自ら
の考えをまとめる。（90分）
2/9(木),2/10(金),2/13(月)（1~4限）及び
2/14(火)（1~3限）

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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