外国語学研究科

Graduate School of
Foreign Languages

博士課程 前期課程
教育研究上の目的
外国語学研究科博士課程前期課程は、高度な言語運用能力と専門的
な知識、豊かな教養を修め、国内外で活躍できる有能な人材の育成
を目的とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

板橋キャンパス

博士課程 後期課程
教育研究上の目的
外国語学研究科博士課程後期課程は、博士課程前期課程で修めた専
門知識と言語能力をもとに、研究能力をさらに向上させ、高度な言
語運用能力を備え、優れた教育・研究活動を行うことができ、国際
社会の専門分野で活躍できる人材の育成を目的とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

外国語学研究科博士課程前期課程は、建学の精神に基づく教育目標に定める人
材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分野に関する
次のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査のうえ合格と認められた学生
に修士（中国言語文化学・英語学・日本言語文化学）の学位を授与する。

外国語学研究科博士課程後期課程は、建学の精神に基づく教育目標に定める人
材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分野に関する
次のような高度な能力を身につけ、博士論文が審査のうえ合格と認められた学生
に博士（中国言語文化学・英語学・日本言語文化学）の学位を授与する。

①各専攻が対象とする専門分野に関する専門的知識・技能を修めている。
②専門的な職業を担うための必要な語学力・応用力を備えている。

①研究機関や教育機関の中核を担う専門分野に関する高度な知識・技能を修得している。
②各分野において文献批判・資料収集・分析総合・仮説設定・帰結追究・定理予想、等々の総合

①一般社会・教育界・各研究分野の要請に応え、内外で活躍できる語学に関する総合力を身に

③身につけた知識・技能を実際の場に於いて創造的に応用することができる。

つけている。
②自己の見解を適切に表現・伝達し、また他者の見解を傾聴・理解できる能力及び社会の一員

①研究成果を国内外の学会で発表、学術論文として纏め上げ、研究者として自立して研究活動

力を身につけている。

としての強い責任感・使命感・モラルを持ち適切に行動できる能力を有している。
①各専攻で取得した知識・技能に基づきつつ、旺盛な学習意欲により新たな情報・能力を常に
習得し続けることにより、多文化共生を踏まえて国際社会で対応できる高度の専門性の求
められる職業を遂行するための能力を身につけている。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
外国語学研究科博士課程前期課程は、修了認定・学位授与方針に掲げる能力を
修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、教育課程を
編成する。
専攻科目では、各専攻で設けられている諸分野（特に言語学関係、言語教育学関係、言語文化学
関係）で開講されている「特殊研究」と「演習」を通じて、高度な専門知識と研究能力を修得する。
共通科目では、語学研究に必須な学際的な知識と言語情報処理の必要な技術を学ぶ。

を行う能力を身につけている。
②高い倫理観を有し、自立して研究活動を行うための深い学識・綿密な企画・分かり易い表現
能力を身につけている。
③専門的な職業分野で活躍できる柔軟な思考力と高度な語学力と専門性の高い能力を有して
いる。
①自身の研究領域に関して、幅広い知識と柔軟で創造的な思考を身につけ、絶えず情報を収集、
分析し、結論を導き論文にまとめ発表できる。
②将来、研究者・教員・高度職業人として、多文化共生を踏まえて、国際社会、地域社会におい
て言語研究、多言語文化交流に携わりたいと考えている。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
外国語学研究科博士課程後期課程は、修了認定・学位授与方針に掲げる能力を
修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、教育課程を
編成する。

各専攻における専門分野が研究科目と演習科目を有効に配置しつつゼミ形式で専門知識の習
得と調査探究、論文作成を推進し、指導教員による指導を徹底させる。履修者に学会発表や論
文投稿を積極的に推奨する上、課題設定、資料収集、論文執筆等の実践能力の向上を重視する。

各専攻それぞれの分野で設置している「特論」と「特別演習」を通じて、高度な専門知識と研

各専攻における修了要件である単位取得数を満たしており、かつ、修士論文は審査委員会（主
査１名、副査２名）による口頭試問を経て評価、専攻協議会における審議に基づいて、研究科
委員会にて報告し学位授与の可否を決する。

各専攻の特論科目と特別演習科目を有効に配置しつつ専門知識の習得と高度最先端の研究能
力の育成、博士論文の作成を推進し、指導教員を中心とした論文指導を行う。各専攻で定める
一定数以上の学会発表・論文掲載が修了要件として設けられ、課題設定、調査探究、理論形成、
論文執筆等の実践的な能力の向上を図っている。

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）
外国語学研究科博士課程前期課程は、教育研究上の目的、ディプロマ・ポリシー
（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）に基づき、
次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受け入れる。
①言語学・言語教育学・言語文化学に関する十分な基礎学力を有し、各専攻分野を専門的に学
び、研究したいと考えている。
②言語運用能力を高め、他言語・文化につき広く知り、言語と文化に対する感性を磨きたいと
考えている。
①広い知識と深い理論を修め、多様な見解に対応し、自身の見解を主張できる。
①国内外の専門家と研究活動の交流を通じ、各専攻分野の研究に意義を見出す意欲がある。
②高い向上心を持ち、将来、研究者・教員・高度職業人などとして国際社会、地域社会に貢献
したいと考えている。

究能力を修得する。

各専攻における修了要件である単位取得数を満たしていること、各専攻で定められた学会発
表と論文掲載の本数を満たしていること、更に博士論文に関して審査委員会（主査１名、副査
３名）による口頭試問を経て評価、専攻協議会における審議に基づいて、研究科委員会にて報
告し学位授与の可否を決する。

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）
外国語学研究科博士課程後期課程は、教育研究上の目的、ディプロマ・ポリシー
（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）に基づき、
次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受け入れる。
①前期課程で学んだ言語学・教育学・文化学に関する確かな学力を持ち、それらをより深く専
門的に研究したいと考えている。
①広い知識と深い理論を修め、多様な見解に対応し、自身の独自で発展性のある見解を主張で
きる。
①真理に対する探究心と、本質を見抜く審美眼を有し、将来、研究者・教員・高度職業人など
として国際社会、地域社会に貢献したいと考えている。
②各専攻分野の言語運用能力を極め、異文化圏の一層の理解を深め、共時的のみならず通時的
な言語と文化に対する感性を磨きたいと考えている。
③国内外の専門家と研究活動の交流を通じ、各専攻分野の研究に意義を見出したいと考えて
いる。
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外国語学研究科
中国言語文化学専攻

博士課程 前期課程

Chinese language and Culture

教育研究上の目的

中国言語文化学専攻

博士課程 後期課程

Chinese language and Culture

教育研究上の目的

外国語学研究科中国言語文化学専攻博士課程前期課程は、中国語学・中国語教育学・中国言語文化学の３つの分野に関する専門的な学識を修
め、より高度な言語運用能力と専門性を深め、専門分野別の知識それぞれの分野で世界に通じる研究能力、高度な中国語運用能力及び専門的
な職業能力を有する人材の養成を目的とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

板橋キャンパス

Graduate School of Foreign Languages

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

外国語学研究科中国言語文化学専攻博士課程後期課程は、前期課程における研究成果に基づき、より高度な言語運用能力と専門性を深め、専
門分野別の知識を用い、自身の言葉で見解を展開でき、世界に通じる自立した中国言語文化学研究者及び高度な専門業務従事者の養成を目的
とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

外国語学研究科中国言語文化学専攻博士課程前期課程は、建学の精神に基づ

外国語学研究科中国言語文化学専攻博士課程前期課程は、教育研究上の目的

外国語学研究科中国言語文化学専攻博士課程後期課程は、建学の精神に基づ

外国語学研究科中国言語文化学専攻博士課程後期課程は、教育研究上の目的

く教育目標を定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修

とディプロマ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程

く教育目標に定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修

とディプロマ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程

得し、専門分野に関する次のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査の

の編成・実施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験

得し、専門分野に関する次のような高度な能力を身につけ、博士論文が審査の

の編成・実施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験

うえ合格と認められた学生に修士（中国言語文化学）の学位を授与する。

によって受け入れる。

うえ合格と認められた学生に博士（中国言語文化学）の学位を授与する。

によって受け入れる。

①中国語学・中国語教育学・中国言語文化学に関する高い専門知識と研究能力

①大学を卒業して十分な基礎学力を有している。

①中国語学・中国語教育学・中国言語文化学の三分野もしくは、複数の分野に

①前期課程を修了して十分な専門知識や研究経験を有している。

を身につけている。

②中国語の運用能力を高めたいと考えている。

またがって広範かつ高度な専門知識と必要な関連技術を修得している。

②中国語の運用能力を実践的にレベルアップしたいと考えている。

②国際社会に貢献できる高度なコミュニケーション能力と応用能力を有して
いる。

①専攻分野に対して高い判断能力・分析能力や論文作成の能力を身につけたい
と考えている。

自力で遂行する資料収集・材料分析・学術判断・データ整理・文章構築などの

①専門分野において、専門的な職業に従事するために必要な思考力と判断力を
備えている。
②専門知識を駆使して、資料・情報の収集分析に基づき、結論を導き出す表現
能力を修得し、独自に問題解決できる。

際社会における多様性を尊重し、多文化共生を意識しつつ多角的な視点から

①専攻分野に対して高い専門性を有する判断能力・分析能力や論文作成の能力
を身につけたいと考えている。

総合能力を身につけている。
①幅広い教養を修得し、物事の本質を見極め、柔軟で創造的な問題解決の能力
を身につけたいと考えている。

②高度な異文化理解、知識摂取、学術連携、実務担当など行動力と発信力を有
している。

②専攻分野の研究を主体的に推し進め、学内外で研究成果を積極的に発表した
①幅広い専門知識と創造的な学術思考の構築を目指し、国際社会における多様

③将来、研究者、教員、高度職業人として国際社会、地域社会に貢献したいと考
えている。

性を尊重し、多角的な視点から問題の解決と多文化共生の実現に取り組むこ
とを通じて、時代の発展に順応できる人材として産業・教育・研究の諸分野

課題の探索と問題の解決に取り組むことを通じて、高度な専門性を自主的に

①幅広い教養を修得し、物事の本質を見極め、柔軟で創造的な問題解決の能力
を身につけたいと考えている。

②専攻分野の研究を主体的に推し進め、学内外で研究成果を積極的に発表した
いと考えている。

①旺盛な学習意欲を保ちながら新しい知識を追い求め続ける態度に基づき、国

①研究成果を学術論文としてまとめ、指導教授の助言を受けながら出来るだけ

いと考えている。
③将来、国内外においてより有能な中国語の研究者、教員、高度職業人として
社会に貢献したいと考えている。

の今日的課題を主体的に学び続ける態度を常に保っている。

構築できる。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
外国語学研究科中国言語文化学専攻博士課程前期課程は、修了認定・学位授
与方針に掲げる能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方
針に基づき、教育課程を編成する。
①専攻科目は、中国語学・中国語教育学・中国言語文化学の三分野にまたがる「特
殊研究」と「演習」を通じて、専門知識と研究能力を修得する。
②実習科目は、日中両語による異文化コミュニケーションの基礎的な技能や幅
広い運用能力を身につける。
③共通科目は、語学研究に必須な学際知識と言語情報処理の必要な技術を学ぶ。
①中国語学・中国語教育学・中国言語文化学の各分野が研究科目と演習科目を

Curriculum
■専攻科目

2022 年度 カリキュラム

演習 E 〜 F はダブルディグリー科目

・中国言語文化学特殊研究Ⅰ A・B
・中国言語文化学演習Ⅰ A 〜 F
・中国言語文化学特殊研究Ⅱ A・B
・中国言語文化学演習Ⅱ A 〜 F

・中国言語文化学特殊研究Ⅲ A・B
・中国言語文化学演習Ⅲ A 〜 F
・中国言語文化学特殊研究Ⅳ A・B
・中国言語文化学演習Ⅳ A 〜 F

外国語学研究科中国言語文化学専攻博士課程後期課程は、修了認定・学位授
与方針に掲げる能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方
針に基づき、教育課程を編成する。
①専攻科目は、中国語学・中国語教育学・中国言語文化学の三分野にまたがる「特

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■研究指導科目
・中国言語文化学特別演習Ⅰ
・中国言語文化学特別演習Ⅱ
・中国言語文化学特別演習Ⅲ
・中国言語文化学特別演習Ⅳ
・中国言語文化学特別演習Ⅴ

A〜F
A〜F
A〜F
A〜F
A〜F

・中国言語文化学特論Ⅰ
・中国言語文化学特論Ⅱ
・中国言語文化学特論Ⅲ
・中国言語文化学特論Ⅳ
・中国言語文化学特論Ⅴ

A・B
A・B
A・B
A・B
A・B

論」と「特別演習」を通じて、高度な専門知識と研究能力を修得する。

■実習科目
・中国語コミュニケーション実習Ⅰ
・中国語コミュニケーション実習Ⅱ
・中国語コミュニケーション実習Ⅲ
・中国語コミュニケーション実習Ⅳ
・中国語コミュニケーション実習Ⅴ
・中国語コミュニケーション実習Ⅵ

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）

A・B
A・B
A・B
A・B
A・B
A・B

※セメスター制のため全て半期科目

①各分野が特論科目と特別演習科目を有効に内容配置しながら専門知識の学修
と博士論文の作成を推し進め、指導教授による論文指導を全面かつ綿密に
行っている。
②学会発表や論文投稿が履修要件として要求され、課題設定、資料収集、原稿
作成など実践能力の向上を図っている。

有効に内容配置しながらゼミ形式で専門知識の学習と研究論文の作成を推し
進め、指導教授による指導を徹底させる。
②履修者に学会発表や論文投稿を積極的に推奨する上、課題設定、資料収集、
原稿作成など実践能力の向上を重視する。
①修了要件である単位取得を満たしている。
②修士論文は審査委員会（主査１名、副査２名）による口頭試問を経て、評価
する。

①修了要件である単位取得数を満たしている。

■共通科目
・言語学特殊講義Ⅰ A・B
・言語学特殊講義Ⅱ A・B
・外国語教授法特殊講義 A・B
・第二言語習得理論 A・B
・社会言語学特殊講義 A・B
・対照言語学Ⅰ（日英）A・B
・対照言語学Ⅱ（日中）A・B
※セメスター制のため全て半期科目

・対照言語学Ⅲ（日韓）A・B
・比較文化論特殊講義 A・B
・映像メディア文化論 A・B
・情報文化論 A・B
・言語情報処理論 A・B
・マルチメディア教育論 A・B

②発表論文の本数をクリアしている。
③博士論文は審査委員会（主査 1 名、副査 3 名）による口頭試問を経て、評価
する。

Student Voice
中国言語文化学専攻
博士課程前期課程2年

先生方の的確なサポートにより問題発見・解決能力が飛躍的に向上
私は大東文化大学の中国語学科出身で、大学時代に研究した物を更に深く研究したいと考え、本大学院を選びまし
た。箕作麒祥が翻訳した『仏蘭西法律書』の漢語に関してが私の研究テーマです。研究対象は明治時代の本ですが、現

竹内 誠偉 さん

在使われていない漢字は大量にあります。意味の分析とデータ化する作業も多くあります。幸いなことに、私の指導先

大東文化大学 外国語学部卒

な思考方法や研究のやり方などを教えていただき、その答えを自分で探すようにサポートしてくれました。そのおか

生は大学時代のゼミの先生です。毎回自分が研究する時に困難があった際、ただ私に答えを教えるだけではなく、新た
げで自分自身が現在研究する際だけではなく普段物事を考える時も視野は徐々に広がっている事に気付きました。ま
た、毎年の学術シンポジウム開催前に大学院事務室の方々の丁寧なサポートがあり、とても助かります。もしかしたら、
現在私の研究結果は将来の仕事には役に立たないかもしれませんが、重要なのは研究する際に培った問題解決力と独
自の問題発見力です。その二つの能力は必ず社会に出たらとても役に立つと思います。
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外国語学研究科
中国言語文化学専攻

大島 吉郎

OSHIMA Yoshiro
研究分野

専任教員
修士（中国文学）
専攻主任・教授

●最 終 学 歴：大阪市立大学大学院後期博士課程
●担当授業科目：
（前期課程）中国言語文化学特殊研究ⅢAB、中国言語文化学演習ⅢAB（後期
課程）中国言語文化学特殊演習ⅢAB、中国言語文化学特論ⅢAB
●研 究 テ ー マ：現代中国語を起点とする通時的研究
●主な著書・論文：
「『新刻官音彙解釋義音註』
（乾隆十三年重鐫本）の言語的特徴について」、
『外
国語学研究』第 23 号（2021）、
「循環する物語―― “彷彿思想里有鬼似的” に
関する― 考察―」、
『中国言語文化学研究』第 7 号（2018）

丁

鋒

TEI Hou
研究分野

博士（文学）
教授

中国語学、中国語史、中国音韻・音声学

●最 終 学 歴：中国社会科学研究院大学院
●担当授業科目：中国言語文化学特殊研究Ⅰと演習Ⅰ
（前期課程）
、中国言語文化学特論Ⅰと演
習Ⅰ
（後期課程）
●研 究 テ ー マ：中国語学諸問題（前期課程）
、近世中国北方語の諸問題（後期課程）
●主な著書・論文：
《日漢琉漢対音與明清官話音研究》
（中華書局・2008）
、
《如斯斎漢語史叢稿》
《如
斯斎漢語史続稿》
（貴州大学出版社・2010・2012）、
《日本 “国字” 在漢字構形
模式上的拓展》
（
《漢語典籍文字研究》第 12 輯・2015）
、
《日本古寫經〈玄應音
義〉引雅考》
（
『語学教育研究所 創設 30 周年記念フォーラム』所収・2015）
、
《東
渡唐僧道璿及其〈華嚴傳音義〉研究》
（語学教育フォーラム第 32 号・2017)。

山内 智恵美
YAMAUCHI Chiemi

研究分野

担当授業科目のA 〜 Fの表示を省略しています。

竹島

博士（文学）
教授

中国文化、翻訳教育

修士（文学）
教授

中国語学校文法、教学法

●最 終 学 歴：日本大学大学院
●担当授業科目：中国言語文化学演習Ⅱ、中国言語文化学特殊研究Ⅱ
●研 究 テ ー マ：日中対訳、初学者への文法教育
●主な著書・論文：
「使役表現の教え方と日本語訳について」日本語と中国語のヴォイス（2012）
、
「中国語の “让” 構文に対応する「使役やりもらい文」について」研究会報告
(34)（2013）、
「存現文を初学者にどう教えるか」大東文化大学紀要第 49 号
（2011）

山口 直人

YAMAGUCHI Naoto
研究分野

修士（文学）
教授

英語学専攻
教育研究上の目的

外国語学研究科英語学専攻博士課程前期課程は、英語学、英語教育学、言語文化学の分野において深い学識を修め、広い視野に立脚した研究
能力及び高度に専門的な知識、技能を有する人材の養成を目的とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

葵欣

ZHAO Kuixin

研究分野

博士（文学）
准教授

安藤 好恵
ANDO Yoshie

外国語学研究科英語学専攻博士課程前期課程は、建学の精神に基づく教育目

外国語学研究科英語学専攻博士課程前期課程は、教育研究上の目的、ディプ
ロマ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・

門分野に関する次のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査のうえ合格

実施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって

と認められた学生に修士（英語学）の学位を授与する。

受け入れる。

①英語学、英語教育学、言語文化学の各分野もしくは、複数の分野にまたがっ

①大学卒業レベルの十分な学力を有している。

て広範かつ深い知識を身につけ実践的問題を解決できる。
的知識、技能を身につけている。

佐竹 保子

SATAKE Yasuko

研究分野

YOSHIDA Keiko

博士（文学）
特任教授

中国古典文学、文化

●最 終 学 歴：東北大学大学院
●担当授業科目：中国言語文化学特論Ⅴ、日本言語文化学特論Ⅲ
●研 究 テ ー マ：漢魏晋六朝詩文の解読と唐代文学の理解
●主な著書・論文：
『西晋文学論』
（汲古書院 2002）、訳書『詩の芸術性とは何か』
（ 同 1993）、
『陶
淵明影像』
（尚斯国際出版社 2022）、共著『『隋書』音楽志訳注』
（和泉書院
2016）、共著『被埋没的足跡：中国性別史研究入門』
（國立臺灣大學出版中
心 2020）、
「謝朓「游東田」詩の新しさ」
（『集刊東洋学』125、2021）

博士（法学）、修士（外国語教育学）
准教授

通訳翻訳教育、日中言語文化交渉

●最 終 学 歴：中国西南政法大学
●担当授業科目：中国言語文化学特殊研究Ⅰ、中国言語文化学演習Ⅰ
●研 究 テ ー マ：通訳翻訳教育、通訳訓練法の中国語教育への応用、法と言語に関連した日中
言語文化交渉など
●主な著書・論文：翻訳『経済法総論』原著者：丹宗暁信・伊従寛（中国法制出版社 2010.12）、
主編委員・共同執筆中国語シリーズ教材『中日橋漢語』
（北京大学出版社
2012.3）、中国語（簡体字）チームリーダー『15 言語の裁判員裁判用語の解
説』第 1 巻（現代人文社 2013.2）、監訳『法窓夜話』原著者：穂積陳重（中国
法制出版社 2015.3）

杜

改俊

DU Gaijun

研究分野

①英語及び関連する分野について問題意識を持ち、それらについて高度な専門
知識や幅広い言語運用能力で判断し、それを効果的に表現できる能力を持っ

①英語学・英語教育学・言語文化学の各分野、もしくは複数の分野にまたがる

ている。

諸問題について、情報を正確かつ批判的に読み取り、それについて自らの考
②自ら設定した主題に関するデータを収集、分析し、結論を導いて発表するこ
とができる。

①国内外の研究領域に対し、幅広い教養を身につけ、柔軟で創造的な思考を身
につけたいと考えている。
②物事の本質を見極め、解決し、研究結果を通して社会に貢献したいと考えている。
③向上心が高く、修了後には研究者としてだけでなく、国連や外資系企業など

中国語学、中国語教育

吉田 慶子

②英語の運用能力を一層向上させる能力がある。

②現在の知識をもとに、高度の専門性が求められる職業を遂行するための専門

えを述べ、また論文にまとめることができる。

修士（人文科学）
准教授

●最 終 学 歴：お茶の水女子大学大学院
●担当授業科目：中国言語文化学特殊研究Ⅲ、中国言語文化学演習Ⅲ
●研 究 テ ー マ：中国語における文使用と発話解釈、中国語学習者の学習要因
●主な著書・論文：
「日本の大学における中国語専攻学習者の資格試験に関する動機づけ」
（中
国語教育第 15 号・2017）
『中国語類義語辞典』
（共著・朝日出版社・2015）、
「転折文における “虽然” の指示機能について」
（お茶の水女子大学中国文学
会報第 30 号・2011）

研究分野

中国語学・中国語教育

●最 終 学 歴：華中師範大学大学院
●担当授業科目：中国語コミュニケーション実習Ⅲ
●研 究 テ ー マ：類型学の視角からの中国語方言研究、中国語における文法化
『武漢方言語法研究』
（武漢大学出版社・2012）、
「明清北京官話文献中表給
●主な著書・論文：
與義的 “給” [kei] 的讀音」
（『方言』2021）、
「現代漢語 “什麼 A、B …” 列舉用
法來源考」
（『中国言語文化学研究 』2020）、
「 漢語『要』類慣常表達研究」
（『語
法化与語法研究八』2017）、
「武漢方言『得』的模態用法及其語法化」
（『語
法化与語法研究七』2015）

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

標に定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専

①新しい情報を常に収集し学び続けることで、急激に変わりゆく現代社会で高

博士（文学）
特任教授

中国語国際教育学、中国古代文学

●最 終 学 歴：北京外国語大学中文学院
●担当授業科目：中国語コミュニケーション実習Ⅰ
●主な著書・論文：
《忽必烈潜邸幕僚形成研究》
（商務員書館出版社・2021）
。
《論元初金蓮川文
人集団文学創作》
《文学遺産》
（2008.4）
《
〈紅楼夢〉中人物角色 “篡位” 分析̶
論劉姥姥的 “怡紅” 作用》
（
《紅楼夢学刊》2007.3）
；
《伝奇文体與中国女性》
（三
晋出版社・2008）

国際的に活躍したいと考えている。

度の専門性が求められる職業を遂行できる。
②異文化に関する知識を深め適切なコミュニケーションが図れる。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
外国語学研究科英語学専攻博士課程前期課程は、修了認定・学位授与方針に

趙

博士課程 前期課程

English Studies

現代中国語文法、日中言語対照分析

●最 終 学 歴：北九州市立大学大学院
●担当授業科目：中国言語文化学特殊研究Ⅱ、中国言語文化学演習Ⅱ、中国言語文化学特別演
習Ⅱ、中国言語文化学特論Ⅱ
●研 究 テ ー マ：生成文法による日中言語対照分析
●主な著書・論文：
『現代中国語生成文法』
（好文出版 2018）
、
『日本的日汉语言对比分析报告―从
生成语法的视角―』
（語学教育フォーラム第 31 巻・2016）
、
「中国語文法研究
の可能性―脳科学の応用―」
（
『中国言語文化学研究』2012）
、
「類同を表す“也”
と否定のスコープ」
（
『日中言語対照研究論集』2009）

研究分野

●最 終 学 歴：西北大学大学院（中国）
●担当授業科目：中国言語文化学特殊研究Ⅳ、中国言語文化学演習Ⅳ、中国言語文化学特論Ⅳ、
中国言語文化学特別演習Ⅳ
●研 究 テ ー マ：衣食住などの文化変遷と社会変化の関係を分析
●主な著書・論文：
『20 世紀漢族服飾文化研究』
（単著：2001・西北大学出版社）、
『中国語表現
法マニュアル』
（共著：2005・駿河台出版社）、
『続・中国語表現法マニュアル』
（共著：2010・駿河台出版社）、
『現代中国服飾とイデオロギー ─ 翻弄された
120 年』
（単著：2020・白帝社）

毅

TAKESHIMA Tsuyoshi
研究分野

中国言語文化学

板橋キャンパス

Graduate School of Foreign Languages

掲げる能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づ
き、教育課程を編成する。
①英語学、英語教育学、言語文化学３分野にまたがる基礎的な知識及びデータ
収集と処理を学ぶ共通科目群を置く。
②異文化理解を深め、自分の考えを英語で発表し論文にまとめる実習科目群を
置く。
③英語学、英語教育学、言語文化学の各分野における先行研究の分析を通じて
的確な判断力と自らの思考力を発展させる専攻科目、特殊研究科目群を置く。
④自ら情報を収集・分析し結論を導き出して発表し、論文にまとめるスキルを
養う専攻科目、演習科目群を置く。
①主体的な学びを促進するために、専攻科目、特殊研究科目群においては、ア
クティブ・ラーニングを取り入れた教育方法を採用する。
②少人数の専攻科目、演習科目においては、インタラクティブな教育を実施する。
③海外での体験学習の受講（留学）を積極的に推奨する。
①学位授与方針で掲げられた能力の習得度合いを、英語学専攻における修了要

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■専攻科目
・英語学特殊研究Ⅰ A・B
・英語学演習Ⅰ A 〜 D
・英語学特殊研究Ⅱ A・B
・英語学演習Ⅱ A 〜 D
・英語学特殊研究Ⅲ A・B
・英語学演習Ⅲ A 〜 D
・英語学特殊研究Ⅳ A・B
・英語学演習Ⅳ A 〜 D
・英語学特殊研究Ⅴ A・B
・英語教育学特殊研究Ⅰ A・B
・英語教育学演習Ⅰ A 〜 D

・英語教育学特殊研究Ⅱ A・B
・英語教育学演習Ⅱ A 〜 D
・英語教育学特殊研究Ⅲ A・B
・英語教育学演習Ⅲ A 〜 D
・言語文化学特殊研究Ⅰ A・B
・言語文化学演習Ⅰ A 〜 D
・言語文化学特殊研究Ⅱ A・B
・言語文化学演習Ⅱ A 〜 D
・言語文化学特殊研究Ⅲ A・B
・通訳・翻訳コミュニケーション
特殊研究 A・B

■実習科目
・異文化コミュニケーション実習Ⅰ
・異文化コミュニケーション実習Ⅱ
・異文化コミュニケーション実習Ⅲ
・異文化コミュニケーション実習Ⅳ
・異文化コミュニケーション実習Ⅴ
・異文化コミュニケーション実習Ⅵ
・異文化コミュニケーション実習Ⅶ
・異文化コミュニケーション実習Ⅷ

A・B
A・B
A・B
A・B
A・B
A・B
A・B
A・B

件達成状況、単位取得状況、毎年の中間発表、複数教員による学位論文の評
価等の結果によって形成的に測定するものとする。

■共通科目
・言語学特殊講義Ⅰ A・B
・言語学特殊講義Ⅱ A・B
・外国語教授法特殊講義 A・B
・第二言語習得理論 A・B
・社会言語学特殊講義 A・B
・対照言語学Ⅰ（日英）A・B
・対照言語学Ⅱ（日中）A・B

・対照言語学Ⅲ（日韓）A・B
・比較文化論特殊講義 A・B
・映像メディア文化論 A・B
・情報文化論 A・B
・言語情報処理論 A・B
・マルチメディア教育論 A・B

※セメスター制のため全て半期科目
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外国語学研究科
英語学専攻

板橋キャンパス

Graduate School of Foreign Languages

博士課程 後期課程

English Studies

英語学専攻

専任教員

鈴木 敬了

教育研究上の目的

SUZUKI Hironori

外国語学研究科英語学専攻博士課程後期課程は、前期課程における研究成果に基づき、より専門性を深め、自立した研究者及び高度な専門業
務従事者の養成を目的とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

外国語学研究科英語学専攻博士課程後期課程は、建学の精神に基づく教育目

外国語学研究科英語学専攻博士課程後期課程は、教育研究上の目的、ディプ

標に定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専

ロマ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・

門分野に関する次のような高度な能力を身につけ、博士論文が審査のうえ合格

実施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって

と認められた学生に博士（英語学）の学位を授与する。

受け入れる。

①英語学、英語教育学、言語文化学の各分野もしくは、複数の分野にまたがっ

①前期課程修了レベルの十分な学力を有している。

研究分野

小倉いずみ
研究分野

①英語及び関連する分野について強い問題意識を持ち、それらについて高度な
①専攻分野で研究成果を学術的な論文としてまとめ、それを国内外の学会で発
表し、研究者として自立して研究活動を行う能力を身につけている。
①急激に変わりゆく現代社会で高度の専門性が求められる職業を遂行するため
の専門知識、技能を身につけている。

専門知識や幅広い言語運用能力で判断し、それを効果的に表現できる能力を
持っている。

る知識を深め、幅広い知識や柔軟で創造的な思考を身につけ、常に情報を収
集、分析し、結論を導き論文にまとめ発表できる。

国際社会に貢献したいと考えている。
②物事の問題の所在や本質を見極め、解決する高度な能力を獲得したいと考え
ている。
③向上心が高く、修了後には国連や外資系企業などで国際的に活躍したいと考

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）

えている。

外国語学研究科英語学専攻博士課程後期課程は、修了認定・学位授与方針に
掲げる能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づ
き、教育課程を編成する。

修士（文学）
教授

アメリカ文学、アメリカ思想史

●最 終 学 歴：アメリカ合衆国ブラウン大学大学院
●担当授業科目：比較文化論特殊講義 A・B
●研 究 テ ー マ：アメリカ植民地時代の宗教、19 世紀アメリカ文学と奴隷制反対運動
●主な著書・論文：
『ジョン・コットンとピューリタニズム』
（彩流社 2004）、
『アメリカ文化
55 のキーワード』
（ミネルヴァ書房 2013）、
『ジョン・ブラウンの屍を越え
て』
（金星堂 2016）、
『トマス・フッカーとコネチカット』
（金星堂 2020）

大月

実

OHTSUKI Minoru
研究分野

博士（言語学）
専攻主任・教授

理論言語学、意味論

●最 終 学 歴：上智大学大学院
●担当授業科目：
（後期課程）英語学特別演習Ⅱ、英語学特論Ⅱ、
（前期課程）英語学演習Ⅱ、
英語学特殊研究Ⅱ
●研 究 テ ー マ：英独仏対照言語学、命名論、言語進化論
●主な著書・論文：
「欧米日における認知言語学：その先駆けと現代の旗手」
『認知言語学大事典』
（2019 朝倉書店）42-57. 『認知意味論』
（2019 くろしお出版）
［共著］. A
Cognitive Linguistic Study of Colour Symbolism（2000 Inst. for
the Res. & Educ. of Lang.）

クリスティアン・シュパング

Christian W．SPANG
研究分野

Dr. phil.（Zeitgeschichte, Anglistik）
教授

19・20 世紀のヨーロッパ史、国際関係論

●最 終 学 歴：フライブルク大学大学院（ドイツ）
●担当授業科目：
（後期課程）言語文化学特別演習Ⅰ、言語文化学特論
●研 究 テ ー マ：明治・大正・昭和前半の日独関係史
●主な著書・論文：
『Karl Haushofer und die OAG』, Munich: Iudicium（単著：2018）,
『Transnational Encounters between Germany and Japan』, London:
Palgrave Macmillan（共 編：2016）;『Karl Haushofer und Japan』,
Munich: Iudicium（単著：2013）

①英語学、英語教育学、言語文化学の各分野で、前期課程で修得した能力を活
かして、更に向上心をもって勉学に励み、修了後には自立した研究者として

②国内外の英語学、英語教育学、言語文化学の研究領域に対し、異文化に関す

歴史英語学、コーパス言語学

●最 終 学 歴：東北大学大学院
●担当授業科目：
（後期課程）英語学特別演習Ⅲ、英語学特論Ⅲ、
（前期課程）英語学演習Ⅲ、
英語学特殊研究Ⅲ
●研 究 テ ー マ：古英語頭韻詩の頭韻と語順、英語語彙の歴史的変化
●主な著書・論文：Phases of the History of English, Frankfurt am Main: Peter Lang,（共編著：2013）
、
"On MV/VM Order in Beowulf," in Christian Kay et al., New Perspectives on English
Historical Linguistics: Selected Papers from 12 ICEHL, Amsterdam: John Benjamins,
pp. 195-213.（2004）
『英語教師のための英語史』開拓社（共著：2018）

OGURA Izumi

て広範かつ高度な専門知識、技能を身につけそれらを応用できる。

博士（情報科学）
研究科委員長・教授

担当授業科目のA 〜 Fの表示を省略しています。

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

佐藤 桐子

SATO Kiriko
研究分野

博士（学術）
教授

英語学、英語史

靜

研究分野

●最 終 学 歴：東京大学大学院
●担当授業科目：英語学演習Ⅰ、英語学特殊研究Ⅰ
●研 究 テ ー マ：1. 文法変化を中心とした英語史研究、2. 古英語の統語・語彙・文体、3. シェ
イクスピア作品における関係詞の用法
●主な著書・論文：The Development from Case-Forms to Prepositional Constructions
in Old English Prose. Bern: Peter Lang, 2009. "Ælfricʼs Language for
Ediﬁcation in the First Homily on the Assumption of the Virgin Mary."
Studies in English Literature, English Number 63 (2022): 39-55.

哲人

SHIZUKA Tetsuhito

PhD
副学長・教授

英語教育学、言語テスティング

●最 終 学 歴：レディング大学大学院（イギリス）
●担当授業科目：英語教育学特殊研究Ⅰ、英語教育学演習Ⅰ、英語
教育学特別演習Ⅱ、英語教育学特論Ⅱ
●研 究 テ ー マ：音声指導を中心とする英語教育方法・言語テストの項目分析
●主な著書・論文：
『英語授業の大技・小技』
『英語授業の心・技・体』
『英語授業の心・技・愛―小・
中・高・大で変わらないこと』
（以上研究社）
『英語テスト作成の達人マニュ
アル』
（大修館）
『基礎から深く理解するラッシュモデリング：項目応答理論
とは似て非なる測定のパラダイム』関西大学出版部

■専攻科目

①英語学・英語教育学・言語文化学の各分野、もしくは複数の分野にまたがる
広範囲な専門的知識及びデータ収集と処理を学ぶため特論科目群を置く。
②英語学、英語教育学、言語文化学の各分野における先行研究の分析を通じて
的確な判断力と自らの思考力を一層発展させる特別演習科目を 1 年次に置く。
③自ら情報を収集・分析し結論を導き出して発表できるスキルを養う特別演習
科目を２年次に置く。
④国内外の研究領域に対し、幅広い知識と柔軟で創造的な思考を身につけ、常

・英語学特別演習Ⅰ A 〜 F
・英語学特別演習Ⅱ A 〜 F
・英語学特別演習Ⅲ A 〜 F
・英語学特論Ⅰ A・B
・英語学特論Ⅱ A・B
・英語学特論Ⅲ A・B
・英語教育学特別演習Ⅰ A 〜 F
・英語教育学特別演習Ⅱ A 〜 F

・英語教育学特論Ⅰ A・B
・英語教育学特論Ⅱ A・B
・英語教育学特論Ⅲ A・B
・言語文化学特別演習Ⅲ A 〜 F
・言語文化学特別演習Ⅳ A 〜 F
・言語文化学特論Ⅰ A・B
・言語文化学特論Ⅱ A・B

に情報を収集、分析し、結論を導き発表し論文にまとめるスキルを養う特別
演習科目を 3 年次に置く。

米山 聖子

YONEYAMA Kiyoko

研究分野

and Production Data of English Learners, (Journal of Phonetic Society of Japan, Vol.
18-1, 30-39, 2014). The Inﬂuence of Lexical Factors on Word Recognition by Native
English Speakers and Japanese Speakers Acquiring English: A First Report, (Journal of
Phonetic Society of Japan, Vol. 14-1, 35-47, 2011). How we hear what is hardly there:
Mechanisms underlying compensation for /t/-reduction in speech comprehension,
(Journal of Memory and Language, 59/1, 133-152, 2008).

①主体的な学びを促進するために、特論科目群においては、アクティブ・ラー
ニングを取り入れた教育方法を採用する。
③海外での体験学習の受講（留学）を積極的に推奨する。
①学位授与方針で掲げられた能力の習得度合いを、英語学専攻における修了要
件達成状況、単位取得状況、毎年の中間発表、複数教員による学位論文の評
価等の結果によって形成的に測定するものとする。

音声学・音韻論、言語習得（特に音声・音韻面を中心に）

●最 終 学 歴：オハイオ州立大学大学院（アメリカ）
●担当授業科目：英語学演習Ⅳ（一年生用）、英語学演習Ⅳ（修論指導）、英語学特殊研究Ⅳ
●研 究 テ ー マ：
「外国語学習者のレキシコンの特性と音声言語の知覚・産出への影響に関す
る研究（平成 26 年度〜平成 28 年度 科学研究費基盤研究（C）研究代表者）
●主な著書・論文：Voicing Effect on Vowel Duration: Corpus Analyses of Japanese Infants and Adults,

※セメスター制のため全て半期科目

②少人数の特別演習科目においては、インタラクティブな教育を実施する。

PhD（Linguistics）
教授

淡路 佳昌

AWAJI Yoshimasa

研究分野

修士（教育学）
准教授

渡辺 良彦

WATANABE Yoshihiko
研究分野

「フィンランド語の学習体験を通して日本の英語教育を考える」
（大東文化大学教職課程センター紀要

フランソワ・ルーセル
François ROUSSEL

大学院って、ただ勉強だけでなく、研究を通して興味のある分野を探求することになります。ネバールで教師として働いてい

英語学専攻
博士課程後期課程3年

た私が海外の大学院で多言語発達を研究したいと思ったのです。大東文化大学大学院に入学したことは、私にとって賢明な選

メハタ カルシン さん

指導教員もとても気さくで、初対面とは思えないほどでした。大学院に進学してからは、自分が力を入れたいと思っていた研究

ネパール国立トリブバン大学卒

択の一つです。大学院に出願する際、事務局の方々はとても親切で、出願の手続きをスムーズに進めることができました。一方、
を続けることができています。学校の環境は、私が想像していたよりもはるかに良いものでした。教授方は皆、知識が豊富で、
研究熱心で、学生一人ひとりが特定の分野に集中できるようなスペースを与えてくれました。研究室はとても広く、一日中研究
に集中できますし、学校の図書館もとても広くて、ほとんどの本が手に入ります。発展途上国出身の私にとって、すべての費用
を自分でまかなうのは簡単ではありませんが、修士課程から博士課程まで外部奨学金に推薦してくれた大学には特に感謝して
います。大東文化大学大学院は、私が成長し、自分のために、そして社会に貢献するために研究するための重要な場所であると
思います。
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る諸問題（1）新語の導入でフラッシュカードやめませんか ?」
（大東文化大学教職課程センター紀要（1）
,
2016）.『英語指導技術ガイド Q&A授業の悩みにこたえる 26 のレシピ』
（共著）, 開拓社 , 2014）.

三島 篤志

MISHIMA Atsushi

研究分野

修士（英語学）
准教授

通訳研究、通訳教育

●最 終 学 歴：神戸市外国語大学大学院
●担当授業科目：通訳・翻訳コミュニケーション特殊研究
●研 究 テ ー マ：同時通訳の方略、同時通訳のオンラインメカニズム
●主な著書・論文：日英同時通訳のイントネーション『神戸外大論叢』第 63 巻 2 号（2013）、
ニューススタイルとその訳出―米 ABC News と CNN HLN の比較―『神
戸 外 大 論 叢』第 61 巻 4 号（2011）、放 送 通 訳 の 訳 出 ス ト ラ テ ジ ー『THE
JASEC BULLETIN』第 9 巻 1 号（2000）

フランス近代史と日仏交流史、フランス語教育

Multilingual Perspectives in Geolinguistics, H.Kitabayashi 編 Raleigh, NC: Lulu Press (p286-295).
2015/04「今日の日本での｢外国語としてのフランス語｣の授業で､文化的側面をどう考慮すべきか」，外国語
教育Ⅶ グローカル時代の外国語教育 , 吉島茂 編 朝日出版社 (p179-190). 2013/03「日本のフランス語教
科書（テキスト）でみるフランスの文化と社会」
（大東文化大学）語学教育研究論叢第 30 号 (p297-314)
2011/03「日本におけるフランス人学校のフランス語普及効果」

学習型授業実践の試み」
（大東文化大学教職課程センター紀要（2）, 2017）.「英語入門期の指導に関す

大学院には研究を通じて興味のある分野を探求する醍醐味がある

DEA（Études de IʼExtrême-Orient）
准教授

●最 終 学 歴：パリディドロ大学大学院（フランス）
●担当授業科目：言語文化学演習Ⅰ、映像メディア文化論
●研 究 テ ー マ：日仏交流史：日本におけるフランス人学校、フランス教育の歴史。フランス
語教育：異文化間教育の方法論。
●主な著書・論文：2015/12 "Plurilinguism, Pluriculturalism, and Figures of Otherness in The Spanish Apartment",

（4）, 2019）.「コンピュータやプログラミングへのいざないと CALL および ICT の実習を統合した協働

Student Voice

英語学、生成文法理論、英文法

●最 終 学 歴：東京学芸大学大学院
●担当授業科目：英語学特殊研究Ⅲ
●研 究 テ ー マ：英語の補部の関係節の統語・意味に関する共時的研究
●主な著書・論文：
「潜伏疑問文に生じる関係節の性質とその「疑問」の解釈について」
『言語研究・第 122 号』
（2002. 日本言語学会）、“On the Relation between the Choice of That or Which and
the Articles The and A in ʻComplement Relative Clauses.” English Linguistics 21:2.
（2004. 日本英語学会）
、
「時と場所の関係節における wh 関係詞 when/whereと前置詞
+which の選択について」
『言語研究・第 126 号』
（2004. 日本言語学会）、
『英語の補部の関
係節の統語論・意味論と先行詞の問題』
（ひつじ書房、2022）その他

研究分野

英語教育学、CALL

●最 終 学 歴：上越教育大学大学院
●担当授業科目：異文化コミュニケーション実習Ⅰ、英語教育学特殊研究Ⅱ、英語教育学演習Ⅱ
●研 究 テ ー マ：英語授業学、CALL、視聴覚教育
●主な著書・論文：
「フィンランドの英語教員養成―教育実習に関する現地調査―」
（語学教育研究所論叢（38）, 2020）.

修士（教育学）
教授

三上

傑

MIKAMI Suguru

研究分野

博士（言語学）
講師

英語学、言語学（生成文法理論、比較統語論、史的統語論）

●最 終 学 歴：筑波大学大学院
●担当授業科目：対照言語学 I（日英）
●研 究 テ ー マ：自然言語における一致現象・移動現象に関する共時的・通時的研究
『日本語統語論研究の広がり：記述
●主な著書・論文：『コーパスからわかる言語変化・変異と言語理論2』開拓社（共著：2019年）、

と理論の往還』くろしお出版（共著：2019年）、
「英語の結果構文が示す『非能格性』：非能格動詞結果構文が許容
する二つの解釈と構造的曖昧性」
『英文学研究』第95巻（単著:2018年）、“Two Types of Long Scrambling in
Japanese: A/Aʼ -Properties and the EPP on T in Focus-Prominent Languages,” MIT Working Papers
in Linguistics 67（単 著：2013年）、“Heavy NP Shift in English and A-Movement in Subject-Prominent
Languages,” English Linguistics 29（単著：2012年）、“The Locative Inversion Construction in English:
Topicalization and the Pronunciation of the Lower Copy,” English Linguistics 27（単著：2010年）
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外国語学研究科
英語学専攻

専任教員

ジェフリー・ジョンソン
Jeffrey JOHNSON
研究分野

担当授業科目のA 〜 Fの表示を省略しています。

PhD（Comparative Literature）
特任教授

比較詩学

●最 終 学 歴：ワシントン大学大学院（アメリカ）
●担当授業科目：
（後期課程）言語文化学特別演習Ⅰ、言語文化学特論Ⅰ
●研 究 テ ー マ：比較詩学 : Modernist Poetics
●主な著書・論文：Haiku Poetics in Twentieth-Century Avant-Garde Poetry (2011).
Bakhtinian Theory in Japanese Studies. Ed. Jeffrey Johnson ( 2001).
翻訳：
『地形と気象』左右社（2016）

板橋キャンパス

Graduate School of Foreign Languages

日本言語文化学専攻

博士課程 前期課程

Japanese language and Culture

教育研究上の目的
外国語学研究科日本言語文化学専攻博士課程前期課程は、日本言語文化学に関する高度な学識を修め、広い視野に立脚した研究能力及び高度
に専門的な職業能力を有する人材の養成を目的とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

外国語学研究科日本言語文化学専攻博士課程前期課程は、建学の精神に基づ

外国語学研究科日本言語文化学専攻博士課程前期課程は、教育研究上の目

く教育目標に定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修

的、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課

得し、専門分野に関する次のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査の

程の編成・実施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試

うえ合格と認められた学生に修士（日本言語文化学）の学位を授与する。

験によって受け入れる。

①日中比較文学、日中比較言語文化学、日本語学、日本語教育学、言語学に関す

①学部で修得した基礎学力を身につけている。

る専門的知識と分析能力を身につけている。
①日本言語文化学専攻での研究目標を明確に把握し、専門的な職業に従事する
ために必要な思考力、判断力、表現力を身につけている。
①日本言語文化学専攻で培った知識と分析能力を活用し、産業・教育・研究分
野における今日的課題を解決するとともに、また国際社会で対応できる能力
を身につけている。
②グローバル時代に要請される広い異文化理解に基づき、国際社会で発信でき

②高度な日本語能力を身につけている。
①高度な専門知識と幅広い言語分析能力、文献学的考察の手法を身につけたい
と考えている。
①専門分野の研究を主体的に推し進め、学内外の研究会、学会、シンポジウム
などでそれぞれの研究成果を、積極的に発表したいと考えている。
②将来、研究者、教員、高度職業人として国際社会、地域社会において言語研究、
多言語文化交流に携わりたいと考えている。

る能力を身につけている。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
外国語学研究科日本言語文化学専攻博士課程前期課程は、修了認定・学位授
与方針に掲げる能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方
針に基づき、教育課程を編成する。
①専攻科目においては、日本言語文化学、応用日本語学における特殊研究と演
習を通じて、それぞれの分野の研究方法を学ぶ。
②実習科目においては、レポートや論文ならびに口頭発表の基礎レベルを学び、
日本語能力を高める。
③共通科目においては、言語情報処理をはじめとする分析に必要な技術を学ぶ。

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■専攻科目
・日本言語文化学特殊研究Ⅰ A・B
・日本言語文化学演習Ⅰ A 〜 D
・日本言語文化学特殊研究Ⅱ A・B
・日本言語文化学演習Ⅱ A 〜 D
・日本言語文化学特殊研究Ⅲ A・B
・日本言語文化学演習Ⅲ A 〜 D
・日本言語文化学特殊研究Ⅳ A・B
・日本言語文化学演習Ⅳ A 〜 D
・日本言語文化学特殊研究Ⅴ A・B

・応用日本語学特殊研究Ⅰ A・B
・応用日本語学演習Ⅰ A 〜 D
・応用日本語学特殊研究Ⅱ A・B
・応用日本語学演習Ⅱ A 〜 D
・応用日本語学特殊研究Ⅲ A・B
・応用日本語学演習Ⅲ A 〜 D
・応用日本語学特殊研究Ⅳ A・B
・応用日本語学演習Ⅳ A 〜 D
・応用日本語学特殊研究Ⅴ A・B

①専攻科目、特殊研究科目群においては、学生の主体的な学びを促し、インタ
ラクティブな教育の取り組みを進め、広くまた高度な知識や分析技能を学ぶ。
②演習においては、少人数ゼミで資料やデータの分析方法を学び、レポート、
論文、口頭発表にまとめる実践的スキルを学ぶ。
③各種学会や国際シンポジウムへの参加を積極的に推奨する。
①修了要件となる単位取得条件を満たしている。
②１名の主査、２名の副査によって、修士論文を審査し、評価する。

■実習科目
・日本言語文化学実習Ⅰ
・日本言語文化学実習Ⅱ
・日本言語文化学実習Ⅲ
・日本言語文化学実習Ⅳ
・日本言語文化学実習Ⅴ
・日本語研究基礎実習Ⅰ

A・B
A・B
A・B
A・B
A・B
A・B

・日本語研究基礎実習Ⅱ
・日本語研究基礎実習Ⅲ
・日本語研究基礎実習Ⅳ
・日本語研究基礎実習Ⅴ
・日本語論文作成実習Ⅰ
・日本語論文作成実習Ⅱ

A・B
A・B
A・B
A・B
A・B
A・B

■共通科目
・言語学特殊講義Ⅰ A・B
・言語学特殊講義Ⅱ A・B
・外国語教授法特殊講義 A・B
・第二言語習得理論 A・B
・社会言語学特殊講義 A・B
・対照言語学Ⅰ（日英）A・B
・対照言語学Ⅱ（日中）A・B

・対照言語学Ⅲ（日韓）A・B
・比較文化論特殊講義 A・B
・映像メディア文化論 A・B
・情報文化論 A・B
・言語情報処理論 A・B
・マルチメディア教育論 A・B

※セメスター制のため全て半期科目
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外国語学研究科
日本言語文化学専攻

板橋キャンパス

Graduate School of Foreign Languages

博士課程 後期課程

Japanese language and Culture

日本語言語文化学専攻

須田 義治

教育研究上の目的

SUDA Yoshiharu

外国語学研究科日本言語文化学専攻博士課程後期課程は、国際的な日本言語文化学研究者及び高度専門業務従事者の養成を目的とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

外国語学研究科日本言語文化学専攻博士課程後期課程は、建学の精神に基づ

外国語学研究科日本言語文化学専攻博士課程後期課程は、教育研究上の目

く教育目標に定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修

的、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課

得し、専門分野に関する次のような高度な能力を身につけ、博士論文が審査の

程の編成・実施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試

うえ合格と認められた学生に博士（日本言語文化学）の学位を授与する。

験によって受け入れる。

①日中比較文学、日中比較言語文化学、日本語学、日本語教育学、言語学に関す

①博士課程前期課程で修得した基礎学力を身につけている。

研究分野

藏中 しのぶ

②高度な日本語能力を身につけている。
①博士課程前期課程で修得した研究成果を踏まえて、より高度な専門知識と言

①日本言語文化学専攻での研究目標を明確に把握し、専門的な職業に従事する
ために、多角的で、深く、柔軟な思考力、また的確な判断力、表現力を獲得し

語分析能力、文献学的考察技法を学び、それぞれの研究テーマにおいて高度
な研究ネットワークを構築したいと考えている。

ている。
②グローバル時代に要請される高度な異文化理解、摂取能力、海外との学術連
携・共同研究を担う実務力、構築能力を身につけている。

①専門分野の研究を主体的に推し進め、学内外の研究会、学会、シンポジウム
などで研究成果を発表するとともに、独創的な知見に富む論文を執筆したい
と考えている。

①日本言語文化学専攻で培った高度で広範な専門的知識と的確な分析能力を活
用し、産業・教育・研究分野において現代社会が直面する多様な課題を解決

②将来は、研究者、教員、高度職業人として国際社会、地域社会において先端的
な学術研究、多言語文化交流の指導的立場に携わりたいと考えている。

するとともに、国際社会において適切に対応できる能力を身につけている。
②多様な異文化を広く深く理解し、国際社会で相互理解を図りながら的確に発
信できる能力を身につけている。

Curriculum

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
外国語学研究科日本言語文化学専攻博士課程後期課程は、修了認定・学位授
与方針に掲げる能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方
針に基づき、教育課程を編成する。
①専攻科目においては、日本言語文化学、応用日本語学における特殊研究と演

2022 年度 カリキュラム

■専攻科目
・日本言語文化学特別演習ⅠA 〜 F
・日本言語文化学特別演習ⅡA 〜 F
・日本言語文化学特論ⅠA・B
・日本言語文化学特論ⅡA・B
・日本言語文化学特論ⅢA・B
・日本言語文化学特論ⅣA・B
・応用日本語学特別演習ⅠA 〜 F

博士（文学）
教授

FUKUMORI Takahiro
研究分野

上村 圭介

KAMIMURA Keisuke

博士（学術）
教授

言語政策論、社会言語学、日本語情報処理論

●最 終 学 歴：慶應義塾大学大学院
●担当授業科目：応用日本語学特殊研究Ⅲ、応用日本語学演習Ⅲ、応用日本語学特別演習Ⅲ、
応用日本語学特論Ⅲ
●研 究 テ ー マ：言語政策論、計量日本語学、日本語教育学
●主な著書・論文：
『今そこにある多言語なニッポン』
（共著 ,2020, くろしお出版）、
『外国語教
育は英語だけでいいのか』
（共著 ,2016, くろしお出版）、
「英語以外の外国
語教育をめぐる政策課程」
『言語政策』10 号（2014, 日本言語政策学会）

田口 悦男

TAGUCHI Etsuo
研究分野

日本文学、日中比較文学

●最 終 学 歴：奈良女子大学大学院
●担当授業科目：日本言語文化学特殊研究Ⅰ、日本言語文化学演習Ⅰ、日本言語文化学特別演
習Ⅰ、日本言語文化学特論Ⅰ
●研 究 テ ー マ：出典論を軸とする日中比較文学、伝と古辞書・類書の研究
●主な著書・論文：単著『奈良朝漢詩文の比較文学的研究』
（2003 年、翰林書房）、
『延暦僧録注釈』
（2008 年、大東文化大学東洋研究所）。編著『茶譜注釈 巻一〜巻 十一（上）』
（2011
〜 19、同上）、古代文学と隣接諸学 2『古代の文化圏とネットワーク』
（2018 年、竹
林舎）。論文「古代寺院における『伝』と『像』の制作活動一長安と平城京の諸寺院
間ネットワーク」1・2（『考古学ジャーナル』705、2017。同 724、2019）。

福盛 貴弘

担当授業科目のA 〜 Fの表示を省略しています。

研究分野

現代日本語の文法

KURANAKA Shinobu

に応用できる。

博士（学術）
専攻主任・教授

●最 終 学 歴：東京外国語大学大学院
●担当授業科目：応用日本語学特殊研究Ⅰ、応用日本語学演習Ⅰ、応用日本語学特別演習Ⅰ、
応用日本語学特論Ⅰ
●研 究 テ ー マ：アスペクトなど
●主な著書・論文：
『現代日本語のアスペクト論』
（ひつじ書房）、
「現代日本語の状態・特性・関
係を表す動詞の連体形」
『国語と国文学』86-11（ぎょうせい）、
「日本語の
テンスとアスペクトの意味の体系性」
『ひつじ意味論講座１ 語・文と文法カ
テゴリーの意味』
（ひつじ書房）、
「現代語の形態論的なカテゴリーにおける
無標形と動詞基本形」
『日本語文法』14 -2（くろしお出版）

研究分野

る高度な専門的知識と分析能力を身につけており、それを新たな課題の解決

専任教員

修士（英語教育）
教授

応用言語学、第二言語による読みに関する研究

●最 終 学 歴：The Pennsylvania State University, MA in TESL
●担当授業科目：応用日本語学特別演習Ⅵ、応用日本語学特論Ⅰ
●研 究 テ ー マ：Fluency in L2 Reading, Metacognition in L2 Reading
●主な著書・論文：Taguchi, E., Gorsuch, G., Lems, K. & Rosszell, R. (2016). Scaffolding in L2 reading:

How repetition and an auditory model help readers. Reading in a Foreign Language,
28, 101‒117., Taguchi, E., Melhem, L., & Kawaguchi, T. (2016). Assisted Reading: A
Flexible Approach to L2 Reading Fluency Building. The Reading Matrix, 16, 106-118.
田口悦男 , 神田明延 , 大須賀直子 , 佐藤明可 , メイス高安・みよ子 , 竹村雅史（2012）.「第二言語
の読みにおける流暢さの検証― e-Learning の活用による教材共有化の試み―」.『2012 年度日
本 e-Learning 学会学術講演会発表論文』. pp. 53-62. 優秀賞受賞 .

博士（言語学）
教授

実験音声学・言語学

●最 終 学 歴：筑波大学大学院
●担当授業科目：応用日本語学特殊研究Ⅱ、応用日本語学演習Ⅱ、応用日本語学特別演習Ⅱ、
応用日本語学特論Ⅱ
●研 究 テ ー マ：トルコ諸語のアクセントをはじめとする音声研究、日本の諸方言を含めた
プロソディー研究
●主な著書・論文：
『基礎からの日本語音声学』
（2010.12. 東京堂出版）、
『トルコ語の母音調和
に関する実験音声学的研究』
（2004.3. 勉誠出版）、
「トルコ語のアクセント
について」
『言語研究』137：41-63.（2010. 日本言語学会）

・応用日本語学特別演習ⅡA 〜 F
・応用日本語学特別演習ⅢA 〜 F
・応用日本語学特別演習ⅣA 〜 F
・応用日本語学特論ⅠA・B
・応用日本語学特論ⅡA・B
・応用日本語学特論ⅢA・B
・応用日本語学特論ⅣA・B

習を通じて、それぞれの分野の研究方法を学ぶ。
※セメスター制のため全て半期科目

①専攻科目、特殊研究科目群においては、学生の主体的な学びを促し、インタ
ラクティブな教育の取り組みを進め、広くまた高度に専門的な知識や資料や
データを適切に分析する技能を学ぶ。
②演習においては、少人数ゼミで資料やデータの分析方法を学び、レポート、
論文、口頭発表にまとめる実践的スキルを学ぶ。
③各種学会や国際シンポジウムへの参加を積極的に推奨する。
①修了要件となる単位取得条件を満たしている。
②１名の主査、３名の副査によって、博士論文を審査し、評価する。

Student Voice
日本言語文化学専攻
博士課程後期課程1年

大学院での「研究」はさまざまな分野の仕事にも役立つと確信
将来大学の日本語教師になりたいと考えており、大学卒業後は大学院に進学することに決めました。大学院入学前
は、大学院ではどんなことを勉強できるのか、またどのようなものが「研究」と言えるのか、よく理解できていません

ホーラーヌパーブ シースダーさん

でした。しかし大東文化大学には研究方法を詳しく学べる授業が揃っており、
「研究」というものは何か、どのような

ラオス国立大学言語学部卒

研究テーマ「ラオス語と日本語のアスペクト」はもちろんのこと、社会言語学、音声学、第二言語習得、談話分析など

手順で研究成果を出せるのかについて理解し、それを身につけることができました。2 年間の大学院生活では、自身の
のようなさまざまな言語学の分野についても学ぶ機会があり、言語学に関する知識を広げることができました。大学
院で得た言語学に関する知識は将来日本語教師になったときに、大いに役立つと思います。また、大学院で研究する
ことによって、
「思考」
「判断」
「コミュニケーション能力」などスキルを向上することもできました。大学院での研究
生活は、将来教師や研究者などになろうと思っている方だけでなく、さまざまな分野の仕事にも役に立つと思います。
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