
国際コミュニケーション選修 
 

 

2011～2012年 

〔教育理念〕 

 国際コミュニケーション選修では、様々な視点から、日本語および外国語でコミュニ

ケーションの理論と実践を学びます。 

 国際社会に生きる人間の相互関係としてのコミュニケーションのあり方とその方法論

を学際的に把握することによって、複雑な現代国際社会が示している様々なコミュニケ

ーションの問題を総合的・実践的に考察して、異文化間の相互理解と共存・共生に貢献

するための方法論について教育研究をおこないます。 

 

〔国際コミュニケーション選修の全体像〕  
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実践的言語運用能力の育成 

 

 

< B > 
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< A > 実践的言語運用能力実践的言語運用能力実践的言語運用能力実践的言語運用能力のののの育成育成育成育成    

国際コミュニュケーション国際コミュニュケーション国際コミュニュケーション国際コミュニュケーション語学教育の特徴語学教育の特徴語学教育の特徴語学教育の特徴    

国際色豊かで多様な言語に触れられる環境国際色豊かで多様な言語に触れられる環境国際色豊かで多様な言語に触れられる環境国際色豊かで多様な言語に触れられる環境    

 国際コミュニケーション選修では、他選修と連携し、皆さんが英語をはじめとしてなるべく

多くの言語に触れられるよう配慮しています。 

 

＜フランス語・ドイツ語＞＜フランス語・ドイツ語＞＜フランス語・ドイツ語＞＜フランス語・ドイツ語＞    

  国際言語文化課程においては、英語以外の外国語の履修が必修であり、しかも、かなり

重いウェイトを占めています。 

 

＜外国語としての日本語＞＜外国語としての日本語＞＜外国語としての日本語＞＜外国語としての日本語＞    

  日本語は世界で一番難しい言語でしょうか。日本語を母語としない人にとって日本語の

どんなところが難しいのでしょう。国際コミュニケーションでは、「日本語教授法」を開講して

います。ここでは、普段意識しないで使っている日本語を客観的にみる訓練をし、日本語の

特徴を考え、整理した上で、日本語教育の内容と方法を考えることを目標としています。「外

国人とのコミュニケーション＝英語によるコミュニケーション」ではないことを実感してくださ

い。 

 

＜その他の言語＞＜その他の言語＞＜その他の言語＞＜その他の言語＞    

  国コミには、スワヒリ語やインドネシア語が教えられる教員もいます。授業科目としては

開講していないのですが、他では学べない、これらの外国語を勉強したい学生が集まれば、

勉強会も開くことが可能です。その他に、他の選修の教員の担当ですが、中国語、ロシア語、

韓国語、ヘブライ語、ギリシャ語、およびラテン語なども履修できます。 

 

国コミ独自の英語力強化支援体制国コミ独自の英語力強化支援体制国コミ独自の英語力強化支援体制国コミ独自の英語力強化支援体制 

国際コミュニケ－ション選修の英語関連科目においては、卒論中間発表を英語で行い、

英語で卒論を書き上げたい学生の要望に答えるため、英語力強化支援策として、関連の授

業担当者が協同で皆さんの英語力向上を支援します。多くの専門科目は、英語で行われま

す。 

基本方針 それぞれの専門科目の内容を通して、四技能（読む、聞く、話す、書く）を総合的

に訓練します。 

最終目標 (i)卒論中間発表を英語で行えるプレゼンテ－ション力、(ii)卒業論文を英語で書く

力を身につける。 
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< B > < B > < B > < B > コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション研究研究研究研究・・・・教育教育教育教育    
 

 国際コミュニケーション選修では、様々な視点からのコミュニケーション研究・教育を行って

います。本選修では、３つの科目群＜１＞コミュニケーションの特質を理解するための科目

群、＜２＞コミュニケーション技法に関わる科目群、＜３＞異文化コミュニケーションに関わ

る科目群、からなる下記の専門科目を開講しています。 

 コミュニケーションに関する考察を行う場合、いろいろな視点からのアプローチがありま

す。 

 

＜１＞＜１＞＜１＞＜１＞    コミュニケーションの特質を理解するための科目群コミュニケーションの特質を理解するための科目群コミュニケーションの特質を理解するための科目群コミュニケーションの特質を理解するための科目群    

ここでは、コミュニケーションの本質を、主として理論的アプローチから考えていきま

す。われわれの使うことばの仕組みを考えることによってコミュニケーションの本質

に迫ることができるでしょう。また、比較文化の観点から世界の諸言語について学び、

翻訳や通訳などのコミュニケーションの多様性を学ぶことも重要です。さらに、そも

そも自分の拠って立つ文化・思想とは何かという問題を考えることも含まれていま

す。 

 

＜２＞＜２＞＜２＞＜２＞    コミュニケーション技法に関わる科目群コミュニケーション技法に関わる科目群コミュニケーション技法に関わる科目群コミュニケーション技法に関わる科目群    

ここでは、コミュニケーションの様態を、主として、実践的なアプローチで考えていき

ます。例えば、翻訳の技法や手話、タドマ法、指点字といった音声以外によるコミュ

ニケーション技法を学んだり、英語によるプレゼンテーションのスキルを磨いたりし

ます。 

 

＜３＞＜３＞＜３＞＜３＞    異文化コミュニケーションに関わる科目群異文化コミュニケーションに関わる科目群異文化コミュニケーションに関わる科目群異文化コミュニケーションに関わる科目群    

ここでは、いわゆる「異文化」の人々と関わっていくための諸問題を理論および実践

の両方から学びます。たとえば、日本語を外国人の視点から見たり、ジェンダーなど

の視点から映像文化を考えたりします。 

 

 学生となる皆さんは、自分の興味や関心に合わせ、自由に科目を選択して組み合わせる

ことにより、体系的に、また多角的にコミュニケーションについて学ぶことができます。 

 

 人間のコミュニケーションにおいて、「他（者）を理解する」ということは、実のところ非常に

大変なことです。大変であるからこそ、じっくりと取り組むだけの価値があります。他者・異文

化は理解できるのか（あるいは理解する必要があるのか）。できるとすれば何故、どのよう

に…。このような人間コミュニケーションの本質に関わる様々な問いをコミュニケーション理

論の基礎を学びつつ、さらなる専門分野（文化・思想、哲学、社会言語学、文化人類学、理論

言語学、脳科学等）の視点から探っていくのが国際コミュニケーション選修です。 
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国際国際国際国際コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション選修専門科目選修専門科目選修専門科目選修専門科目    
＜＜＜＜2222 年前期＞年前期＞年前期＞年前期＞    

＜１＞＜１＞＜１＞＜１＞    コミュニケーションの特質を理解するための科目コミュニケーションの特質を理解するための科目コミュニケーションの特質を理解するための科目コミュニケーションの特質を理解するための科目    

コミュニケーション入門 （Morita） 

言語コミュニケーション I-II （宮本） 

言語文化コミュニケーション I （辻野） 

言語文化コミュニケーション III （Morita） 

英語原論（星） 

言語哲学I-III （勝守） 

言語と思想I-II （勝守） 

意味論I〜II (上田) 

 

＜２＞＜２＞＜２＞＜２＞    コミュニケーション技法に関わる科目コミュニケーション技法に関わる科目コミュニケーション技法に関わる科目コミュニケーション技法に関わる科目    

コミュニケーション技法論I-II（星） 

英語プレゼンテーション I （Paterson） 

 

＜３＞＜３＞＜３＞＜３＞    異文化コミュニケーションに関わる科目異文化コミュニケーションに関わる科目異文化コミュニケーションに関わる科目異文化コミュニケーションに関わる科目    

異文化コミュニケーション I（三宅） 

異文化コミュニケーション III （宮本） 

異文化共生論 (Phillips) 

 

＜＜＜＜2222 年後期＞年後期＞年後期＞年後期＞    

＜１＞＜１＞＜１＞＜１＞    コミュニケーションの特質を理解するための科目コミュニケーションの特質を理解するための科目コミュニケーションの特質を理解するための科目コミュニケーションの特質を理解するための科目    

コミュニケーションセミナー (Morita) 

言語コミュニケーション V （三宅） 

言語文化論I (Paterson) 

歴史文化論 （辻野） 

現代思想論V （勝守） 

比較現代思想I-II （勝守） 

科学思想史 （勝守） 

 

＜２＞＜２＞＜２＞＜２＞    コミュニケーション技法に関わる科目コミュニケーション技法に関わる科目コミュニケーション技法に関わる科目コミュニケーション技法に関わる科目    

レトリック分析I-II （上田） 

英語プレゼンテーション II (Paterson) 

 

＜３＞＜３＞＜３＞＜３＞    異文化コミュニケーションに関わる科目異文化コミュニケーションに関わる科目異文化コミュニケーションに関わる科目異文化コミュニケーションに関わる科目    

日本語教授法 （宮本） 
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<3<3<3<3 年前期＞年前期＞年前期＞年前期＞    

＜１＞＜１＞＜１＞＜１＞    コミュニケーションの特質を理解するための科目コミュニケーションの特質を理解するための科目コミュニケーションの特質を理解するための科目コミュニケーションの特質を理解するための科目    

コミュニケーション特論 (Morita) 

言語コミュニケーション III-IV（星） 

言語文化コミュニケーション II （辻野） 

比較文化論III-IV（非常勤） 

現代哲学I-III （勝守） 

 

＜２＞＜２＞＜２＞＜２＞    コミュニケーション技法に関わる科目コミュニケーション技法に関わる科目コミュニケーション技法に関わる科目コミュニケーション技法に関わる科目    

オーラル・コミュニケーション （三宅） 

 

＜３＞＜３＞＜３＞＜３＞    異文化コミュニケーションに関わる科目異文化コミュニケーションに関わる科目異文化コミュニケーションに関わる科目異文化コミュニケーションに関わる科目    

異文化コミュニケーション II （三宅） 

異文化コミュニケーション IV （宮本） 

 

<3<3<3<3 年後期＞年後期＞年後期＞年後期＞    

卒業研究指導ゼミ卒業研究指導ゼミ卒業研究指導ゼミ卒業研究指導ゼミ    

 

＜＜＜＜4444 年前期・後期＞年前期・後期＞年前期・後期＞年前期・後期＞    

卒業研究ゼミ卒業研究ゼミ卒業研究ゼミ卒業研究ゼミ    

 

＊なお、学年表示は、標準履修年度です。 

 

 

専門科目内容専門科目内容専門科目内容専門科目内容    
＜宮本律子＞＜宮本律子＞＜宮本律子＞＜宮本律子＞    

・・・・言語コミュニケーション言語コミュニケーション言語コミュニケーション言語コミュニケーション IIII：英語史の基礎を学ぶ。 

・・・・言語コミュニケーション言語コミュニケーション言語コミュニケーション言語コミュニケーション IIIIIIII：音声学に焦点を置いた言語学の基礎を学ぶ。 

・・・・異文化コミュニケーション異文化コミュニケーション異文化コミュニケーション異文化コミュニケーション IIIIIIIIIIII：異文化コミュニケーションの理論を学ぶ。 

・・・・異文化コミュニケーション異文化コミュニケーション異文化コミュニケーション異文化コミュニケーション IVIVIVIV：異文化コミュニケーションの実践 

・・・・日本語教授法日本語教授法日本語教授法日本語教授法：外国語としての日本語の教え方の基礎を学ぶ。 

    

＜三宅良美＞＜三宅良美＞＜三宅良美＞＜三宅良美＞    

・・・・オーラル・コミュニケーションオーラル・コミュニケーションオーラル・コミュニケーションオーラル・コミュニケーション：映像を題材とした会話分析を行う。 

・・・・異文化コミュニケーション異文化コミュニケーション異文化コミュニケーション異文化コミュニケーション IIII：世界の英語。マクロ社会言語学。社会言語学にいざなう。    

・・・・異文化コミュニケーション異文化コミュニケーション異文化コミュニケーション異文化コミュニケーション IIIIIIII：社会言語学理論の応用、データ収集および分析法を習得す

る。    

・・・・言語コミュニケーション言語コミュニケーション言語コミュニケーション言語コミュニケーション VVVV：比較言語学。世界の言語の分類とその特徴について論じる。 
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＜＜＜＜EmmaEmmaEmmaEmma    MORITAMORITAMORITAMORITA＞＞＞＞    

・・・・コミュニケーション入門コミュニケーション入門コミュニケーション入門コミュニケーション入門：    The aim of the course is to introduce some fundamental notions 

and points of view about the nature of human communication and its various forms of 

manifestation.   

・コミュニケーションセミナー・コミュニケーションセミナー・コミュニケーションセミナー・コミュニケーションセミナー： The course focuses on the ways in which communication acts 

reflect the many faces of personal identity, and the relationship individual / community. 

Discussion topics are introduced by the use of films (ex. 北野武: Dolls, Al Pacino’s 

Looking for Richard).  

・コミュニケーション特論・コミュニケーション特論・コミュニケーション特論・コミュニケーション特論：The course focuses on the issue of «Translation as cross-linguistic 

and cross-cultural mediation». Materials for practice (English – Japanese, Japanese – 

English) include D. Richie’s Zen Inklings; 鈴木大拙: 『禅と日本文化』, 相田みつを: 『にん

げんだもの』, lyrics (長渕剛, 井上陽水).  

    

＜＜＜＜AdrianAdrianAdrianAdrian    PATERPATERPATERPATERSONSONSONSON＞＞＞＞    

・英語プレゼンテーション・英語プレゼンテーション・英語プレゼンテーション・英語プレゼンテーション IIII----IIIIIIII: The goals of these courses are to practice techniques for giving 

presentations in English. In course I, you will learn how plan, organize, and write a 

presentation, and in course II you will practice how to give a presentation. 

・言語文化・言語文化・言語文化・言語文化論論論論 IIII: In this course, we will explore the settlement of Aotearoa New Zealand by the 

Polynesians and then the British, and how the local conditions caused cultural and linguistic 

changes to occur to both cultures. 

・英語コミュニケーション・英語コミュニケーション・英語コミュニケーション・英語コミュニケーション AAAA----BBBB: Video is a major part of our daily lives. It is also a very useful 

source for learning about language and culture. In this course we will watch several movies 

to see what they can show us about their place of origin. 

 

＜辻野稔哉＞＜辻野稔哉＞＜辻野稔哉＞＜辻野稔哉＞    

・・・・実務フランス語実務フランス語実務フランス語実務フランス語：フランス語の実践的な運用能力を養う。 

・・・・時事フランス語時事フランス語時事フランス語時事フランス語：現代フランスの文化や社会現象を扱ったテキストを用いて、今日のフラ

ンスにおける様々なトピックをフランス語で学ぶ。 

・・・・言語文化コミュニケーション言語文化コミュニケーション言語文化コミュニケーション言語文化コミュニケーション IIII：：：：様々なテキストを通じてフランス文化への理解を深め、テ

キストクリティックの基礎を学ぶ。 

・・・・言語文化コミュニケーション言語文化コミュニケーション言語文化コミュニケーション言語文化コミュニケーション IIIIIIII：：：：フランス語による言語文化のさらなる理解を目ざして、幅

広いフランス語のテクストに挑戦する。 

・・・・歴史文化論歴史文化論歴史文化論歴史文化論：映画を通じてフランスの歴史文化に触れ、同時に映像リテラシーの基礎を

学ぶ。    

    

＜勝守真＞＜勝守真＞＜勝守真＞＜勝守真＞    

・・・・言語哲学言語哲学言語哲学言語哲学 IIII----IIIIIIIIIIII：構造としての言語とコミュニケーションとしての言語という二つの観点から、

言語をめぐる基本的な哲学思想を学ぶ。    

・・・・現代哲学現代哲学現代哲学現代哲学 IIII----IIIIIIIIIIII：「言語哲学」の内容を基礎とし、解釈学、批判理論、脱構築といった現代の

哲学思想を学ぶ。    



 

 7 

・・・・言語と思想言語と思想言語と思想言語と思想IIII----IIIIIIII：：：：外国語を学びながら、主として現代ヨーロッパの思想・文化・社会をめぐる

諸問題について考察する。    

・・・・比較現代思想比較現代思想比較現代思想比較現代思想 IIII----IIIIIIII：：：：戦争とナショナリズム、移民とグローバル化といった現代世界の諸問

題について思想的に考察する。    

・・・・科学思想史：科学思想史：科学思想史：科学思想史：人間と自然との関係、環境と科学・技術をめぐる思想的諸問題について考察

する。    

・・・・現代思想論現代思想論現代思想論現代思想論 VVVV    

    

＜星宏人＞＜星宏人＞＜星宏人＞＜星宏人＞    

・・・・英語原論英語原論英語原論英語原論：このコースでは、受講生が将来英語教育の実践、あるいは、英語を使用する

仕事をするにあたって有用となる英語（英文法、英語運用など）研究に関する文献を精

読し、それについて講義、討論する。そうすることによって、（１）受講生が将来英語を使

用する仕事をする上で有益な英語に関する知識を広げ、深めると共に、（２）受講生の

実践的英語コミュニケーション能力を高めることを目指す。 

・・・・コミュニケーション技法論コミュニケーション技法論コミュニケーション技法論コミュニケーション技法論 IIII・・・・IIIIIIII：：：：このコースでは、手話、タドマ法、指点字、及び、翻訳など

を紹介し、様々なコミュニケーションの技法について、講義、討論する。受講生には、英

文で書かれた文献を読み、その文献についての自分の考えをまとめ、発表することを

求める。そうすることによって、（１）受講生がコミュニケーションの本質を深く理解し、

（２）受講生の日本語・英語コミュニケーション能力を高めることを目指す。    

・・・・言語コミュニケーション言語コミュニケーション言語コミュニケーション言語コミュニケーション IIIIIIIIIIII・・・・IVIVIVIV：英語原論（２年前期）、コミュニケーション技法論Ｉ－ＩI（２年前

期）を踏まえ、このコースでは、自閉症、失語症、聴覚障害、視覚障害などに関しての文

献を英語で読み、講義、討論する。受講生には、「自閉症と言語コミュニケーション」、

「失語症と言語コミュニケーション」、「聴覚障害と言語コミュニケーション」、「視覚障害と

言語コミュニケーション」などに関して、英語で研究発表することを求める。そうすること

によって、（１）受講生がコミュニケーションの本質をさらに深く理解し、（２）受講生の英

語コミュニケーション能力を高めることを目指す。 

 

＜上田由紀子＞＜上田由紀子＞＜上田由紀子＞＜上田由紀子＞ 

・・・・意味論意味論意味論意味論 IIII・・・・IIIIIIII:ことばの意味の仕組みを考察する。語や文の意味に関わる様々な言語現象を

取り上げ、意味の研究における基本概念、観察・分析方法、議論の立て方を学ぶ。 

・・・・レトリック分析レトリック分析レトリック分析レトリック分析 IIII・・・・IIIIIIII：ことばの仕組みと言語運用、特に、情報構造との関わりを最新の言語

理論を踏まえ講義する。日本語は、語順がかなり自由なはずなのに、何故、この文脈で

は、ある語順が好まれるのか？など、日常の言語表現や日英語の翻訳上の違いに関

するデータ、及び、方言データ等を考察し、それが生じる理由付けを探りながら、卒論

作成に必要な、データ観察・分析方法、議論の立て方を学ぶ。 

 

＜星真由美＜星真由美＜星真由美＜星真由美 ( ( ( (非常勤非常勤非常勤非常勤))))＞＞＞＞    

・・・・実務英語：実務英語：実務英語：実務英語：This course aims at helping students to build their communicative competence 

necessary for effectively carrying out business in English.  This will be done: (1) by 

developing a repertoire of vocabularies and fixed expressions for speeding up language 
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processing, while the students are taken through various aspects of business activities; and 

(2) by learning the key content words used in business contexts by examining their 

concepts and social, cultural and legal backgrounds.    

 

＜＜＜＜J. Phillips J. Phillips J. Phillips J. Phillips （非常勤）＞（非常勤）＞（非常勤）＞（非常勤）＞ 

・・・・異文化共生論異文化共生論異文化共生論異文化共生論::::    Give students appreciation of the roots of popular culture of English speaking 

world.    

 

 

教員名教員名教員名教員名とととと専門専門専門専門・・・・研究分野研究分野研究分野研究分野    
    

宮本宮本宮本宮本    律子律子律子律子    （みやもと（みやもと（みやもと（みやもと    りつこ）りつこ）りつこ）りつこ）    

・ アフリカ言語学、アフリカの言語と文化 

・ 文化人類学的言語学 

・ 日本語教育、日本語学習支援 

・ 異文化コミュニケーション論、多文化共生論 

    

三宅三宅三宅三宅    良美良美良美良美    （みやけ（みやけ（みやけ（みやけ    よしみ）よしみ）よしみ）よしみ）    

・ 社会言語学、言語人類学、比較言語学 

・ 国際英語、カルチュラルスタディーズ、メディア・リテラシー 

・ Critical discourse analysis、 

・ インドネシアの言語と文化、社会 

・ イスラエルの言語と文化、社会 

 

Morita Emma Morita Emma Morita Emma Morita Emma     ((((モリタモリタモリタモリタ    エマエマエマエマ))))    

・ テクスト記号論； 個別言語構造、 テクスト構造と文化との関連性 

・ テクスト類型論 

・ 翻訳に関連する意味分析と対照研究（英語・日本語・ルーマニア語・フランス語など） 

・ 一般言語学；西欧言語思想史 

 

Paterson AdrianPaterson AdrianPaterson AdrianPaterson Adrian    （パターソン（パターソン（パターソン（パターソン    エイドリアン）エイドリアン）エイドリアン）エイドリアン）    

・ 応用言語学、第二言語習得 

・ 語彙と Formulaic Language (定型語)の習得プロセスと試験法 

・ 試験の結果の分析法 

・ Language as a Complex Adaptive System (複雑適応系としての言語) 

・ 英語発達史 
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辻野辻野辻野辻野    稔哉稔哉稔哉稔哉    （つじの（つじの（つじの（つじの    としや）としや）としや）としや）    

・ 20 世紀フランス文学。特にアポリネール。 

・ 映画論 

・ フランス語教育学 

 

勝守勝守勝守勝守    真真真真    （かつもり（かつもり（かつもり（かつもり    まこと）まこと）まこと）まこと）    

・ 科学史・科学哲学、現代哲学（相補性、脱構築など） 

    

星星星星    宏人宏人宏人宏人    （ほし（ほし（ほし（ほし    ひろと）ひろと）ひろと）ひろと）    

・ 英語学 

・ 理論言語学 

・ 日英対照言語学 

・ 言語獲得・言語解体 

・ 文解析 

 

上田上田上田上田    由紀子由紀子由紀子由紀子    （うえだ（うえだ（うえだ（うえだ    ゆきこ）ゆきこ）ゆきこ）ゆきこ）    

・  英語学（様々な言語に統一的なことばの仕組みを探求する） 

・  日英対照言語学 

・  統語と意味の分野に関わる言語研究 

・  情報構造と統語構造に関する研究 

・  方言を使った言語研究 
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国際国際国際国際コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション選修留学状選修留学状選修留学状選修留学状況況況況    
（（（（ H10 年年年年 ～～～～ 現在現在現在現在 ））））         

留学に興味のある方、奨学金受給に挑戦したい方を応援します！留学に興味のある方、奨学金受給に挑戦したい方を応援します！留学に興味のある方、奨学金受給に挑戦したい方を応援します！留学に興味のある方、奨学金受給に挑戦したい方を応援します！ 

 

オーストラリア     

・ グリフィス大学  （8 名：私費 6 名・奨学金受給２名） 

・ 語学留学  （私費 1 名） 

 

アメリカ合衆国     

・ セイント・クラウド州立大学 （6 名 ：私費 4 名・奨学金受給２名）   

・ ノース・キャロライナ YMCA インターンシップ  （１名） 

 

カナダ 

・ 語学留学（PLI）  （１名） 

 

韓 国   

・ 国立ハンバット大学校   （私費３名） 

・ ソウル大学校言語教育院  （1 名） 

・ ウォンガン大学校  （私費 1 名） 

 

中 国   

・ 黒龍江大学   （私費１名） 

 

ニュージーランド   

・ オークランド工科大学   （奨学金受給 1 名） 

・ ワーキング・ホリディー   （１名） 

・ 語学留学 Unique New Zealand  (1 名) 

 

ルーマニア 

・ ブカレスト大学 （私費１名） 

 

*奨学金とは、日本学生支援機構（旧育英会）からのものです。 
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選修卒業生進路選修卒業生進路選修卒業生進路選修卒業生進路    

————    2006200620062006〜〜〜〜2011201120112011 年度の就職傾向年度の就職傾向年度の就職傾向年度の就職傾向    −−−− 

  卒業生は様々な業種で活躍しています。専門分野を深く研究した学生の想定進路として、

大学院（言語学、芸術、英語教育、コンピューター・サイエンス、哲学など）、教員（英語）、通

訳業、翻訳業、マスコミなど、英語を用いる様々な国際的職種が挙げられます。また、２—３

年生を中心に就職の決まった先輩を招き、就活の裏情報を共有する座談会なども国コミ独

自で開かれています。 

 

就職先就職先就職先就職先 (H21 (H21 (H21 (H21～～～～22222222 年度卒業生年度卒業生年度卒業生年度卒業生))))    

22222222 年度年度年度年度    

株式会社アマダ株式会社アマダ株式会社アマダ株式会社アマダ    

日本興亜キャリアスタッフ（株）日本興亜キャリアスタッフ（株）日本興亜キャリアスタッフ（株）日本興亜キャリアスタッフ（株）    

株式会社わらび座株式会社わらび座株式会社わらび座株式会社わらび座    

秋田銀行秋田銀行秋田銀行秋田銀行    

JRJRJRJR 東日本東日本東日本東日本    

（財）休暇村協会（財）休暇村協会（財）休暇村協会（財）休暇村協会    

ウッドオフィスウッドオフィスウッドオフィスウッドオフィス    

東京海上日動火災保険東京海上日動火災保険東京海上日動火災保険東京海上日動火災保険    

株式会社タカヤナギ株式会社タカヤナギ株式会社タカヤナギ株式会社タカヤナギ    

秋田銀行秋田銀行秋田銀行秋田銀行    

千葉県流山市立東部中学校千葉県流山市立東部中学校千葉県流山市立東部中学校千葉県流山市立東部中学校    

東北東北東北東北大学大学院大学大学院大学大学院大学大学院    

名古屋大学大学院名古屋大学大学院名古屋大学大学院名古屋大学大学院    

秋田大学大学院秋田大学大学院秋田大学大学院秋田大学大学院    

国税庁国税庁国税庁国税庁    

未定未定未定未定    

未定未定未定未定    

21212121 年度年度年度年度    

（株）川徳（株）川徳（株）川徳（株）川徳    

（株）（株）（株）（株）CSCSCSCS コーポレーションコーポレーションコーポレーションコーポレーション    

株式会社キックス株式会社キックス株式会社キックス株式会社キックス    

秋田県信用保証協会秋田県信用保証協会秋田県信用保証協会秋田県信用保証協会    

秋田ダイハツ販売株式会社秋田ダイハツ販売株式会社秋田ダイハツ販売株式会社秋田ダイハツ販売株式会社    

JRJRJRJR 東日本東日本東日本東日本    

ソニーリージョナルセールス株式会社ソニーリージョナルセールス株式会社ソニーリージョナルセールス株式会社ソニーリージョナルセールス株式会社    

秋田印刷製本株式会社秋田印刷製本株式会社秋田印刷製本株式会社秋田印刷製本株式会社    

株式会社損害保険ジャパン株式会社損害保険ジャパン株式会社損害保険ジャパン株式会社損害保険ジャパン    
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（株）ヒューカラーズ（株）ヒューカラーズ（株）ヒューカラーズ（株）ヒューカラーズ    

イッティージャパン株式会社イッティージャパン株式会社イッティージャパン株式会社イッティージャパン株式会社    

（株）ロッテリア（株）ロッテリア（株）ロッテリア（株）ロッテリア    

秋田銀行秋田銀行秋田銀行秋田銀行    

栃木県那須高等学校（講師）栃木県那須高等学校（講師）栃木県那須高等学校（講師）栃木県那須高等学校（講師）    

筑波大学大学院筑波大学大学院筑波大学大学院筑波大学大学院    

リーズ大学大学院リーズ大学大学院リーズ大学大学院リーズ大学大学院    

東北大学大学院東北大学大学院東北大学大学院東北大学大学院    

釜石市役所釜石市役所釜石市役所釜石市役所    

 

分類表分類表分類表分類表    人数 割合 平成22 平成21 

進学 6 17.1% 3 3 

金融業 4 11.4% 2 2 

保健業 1 2.9%   1 

商社 1 2.9%   1 

運輸業 2 5.7% 1 1 

建設業 2 5.7% 1 1 

機械メーカー 1 2.9% 1   

印刷業 1 2.9%   1 

教育サービス業 2 5.7%   2 

ホテルサービス業 1 2.9% 1   

百貨店 1 2.9%   1 

小売業 2 5.7% 1 1 

サービス業 2 5.7% 1 1 

フードサービス業 1 2.9%   1 

芸能芸術 1 2.9% 1   

マスコミ 1 2.9% 1   

公務員 2 5.7% 1 1 

教職 2 5.7% 1 1 

その他 2 5.7% 2   

合計合計合計合計    35353535    100%100%100%100%    17171717    18181818    
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どのようなどのようなどのようなどのような卒業論文卒業論文卒業論文卒業論文がががが書書書書かれているかかれているかかれているかかれているか？？？？    

（国際コミュニケーション選修教員指導分 抜粋） 

・ Sign Language 

・ Autism 

・ Tadoma 

・ Savant syndrome 

・ Information Structure and Word Order in Japanese Three-Place Predicates 

・ A Study of Honjo-Yuri Dialect: Syntax-Semantics Interface in Sentence Final Particles 

・ 秋田中央方言における格標示と語順に関する記述的研究 

・ 日本語の空間表現にみられる翻訳上の問題 

・ 英語法助動詞と句助動詞の差違と用法 

・ 英語二重目的構文の意味的特質と習得について 

・ 名詞の重要性 

・ Adultphobia -how girls become women- 

・ The languages of fashion magazines: differences between men and women 

・ The creation and marketing of the femme fatale 

・ フーコー精神医学批判の展開 

・ 多文化共生社会における地域日本語教育の役割と課題―岩手県の取り組みをもとに― 

・ 日本語学習者の会話ストラテジー：『聞き返し』に焦点を あてて 

・ サン＝テグジュペリの『夜間飛行』ー「行動すること」と「生きること」ー 

・ Ellipsis 

・ Free Word Order 

・ Processing of Complex Words 

・ Classifiers in Japanese 

・ On Event Structure - A Case Study of Japanese Accomplishment Verbs 

・ If 条件節の will の生起について 

・ 日本語複合語のアクセント形成について 

・ 空間と時間を表す日英語比較 －助詞と前置詞を例に－ 

・ Teachers’ Code-switching between English and Japanese 

・ The Sounds and Meanings of Names for Japanese Sweets and Snacks 

・ Grasping the Gap: An American-English Movie, Its Japanese Subtitling and Dubbing 

・ Alve, Selion, Gao: Names for Public Facilities in Akita 

・ 仏文和訳と翻訳 

・ 「文化」をどこまで翻訳するのか―英語版ジブリ作品にみる背景説明― 

・ 終助詞「ね」と「よ」の意味・用法とその指導法 

・ 接触場面における日本語非母語話者の会話ストラテジー 

・ アイヌの言語文化に対する意識―アイヌ語再活性化に向けて 

・ Women’s Fight for Seeking Justice: Memoirs of “Comfort Women” 
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・ Derrida の歓待論—「移民問題」をめぐる哲学的考察— 

・ 現代日本におけるオペラ観 

・ UG-based Approach to Second Language Acquisition: Its Theoretical Implications 

・ A Study of English Abbreviated Loanwords 

・ A Study of Prepositions in English and Japanese: Cognitive Semantics Approach 

・ Syntactic and Pragmatic Factors in the Choice of Complementizer-types in the English 

Post-modifying Structure 

・ Scrambling and Merge 

・ Creolization and Universal Grammar 

・ Wh-movement in Japanese 

・ Floating Quantifiers 

・ Ambiguity and the Resolutions of Indeterminacy 

・ A Study of Politeness by Comparison between Japan and America 

・ A Discourse-functional Analysis of Japanese Reflexive “Zibun” 

・ A Rhetorical Analysis of American Presidential Inaugural Addresses 

・ Pragmatic Markers in English: Their Functions in Discourse 

・ Definite/Indefinite Articles in English 

・ Demonstratives in Japanese 

・ Functions of the Discourse Marker After All 

・ Language: Breakdown and Acquisition 

・ The Interpretation of –Te iru 

・ What’s in a Name? – Naming Babies in Japan – 

・ Resultatives in Japanese 

・ 強意語と形容詞の共起制限について 

・ アフリカ系アメリカ人英語の起源に関する一考察−ピジン・クレオール説を中心に− 

・ Japanese Contemporary Terms on Gender: 1984〜2006 

・ The Change of American Views of Japan and Japanese People 

・ Why is Sesame Street Accepted All Over the World? 

・ Racism in Contemporary Japan 

・ Licca-chan – A National Idol –  

・ 日本版「ニート」—若年無業者増加の背景と課題— 

・ フリーター／ニートの日韓比較社会学 —日本と韓国の青年未就職者問題— 

・ 日本文化論を探る 

・ 戦後における日本人の戦争観 

・ 報道にみる日本の現代メディアの特性と問題点 

・ サン・デグジュペリと「星の王子様」 

・ デュラス ～独自のエクリチュール～ 

・ 幸福な結婚とは何か ～政略結婚にみる女性の結婚観～ 

  

 


