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研究科間共通科目

科目ナンバリングについて
年度のシラバスから，本学の科目ナンバリング制度による科目ナンバーを，各授業科目シラバスに付番していま
す。この科目ナンバリング導入の目的，概要及び構造については以下のとおりです。
科目ナンバリング導入の目的
明治大学が開講する全ての授業科目を「学問分野」・「レベル」等で分類し，各々に科目ナンバーを付番することで，
授業科目個々の学問的位置づけを示すことにより学生の計画的な学修への一助とすること，海外の大学との連携を容易
とするためのツールとすること等を目的としています。
明治大学科目ナンバリングの概要及び構造
本大学が開講する全ての授業科目に，以下の科目ナンバリングコード定義に基づき，科目ナンバーを付番します。
＜科目ナンバーの構造＞

＜各ナンバリングコードの定義＞


主催区分コード
当該科目を開講する主催機関（学部・研究科・共通など）をアルファベット文字で示しています。



学問分野 大区分コード
学問分野を本学が大きく区分した中で，当該科目が分類される学問分野をアルファベット文字で示しています。



レベルコード
当該科目のレベルを数字文字で示しています。



学問分野小区分
本学が大区分として分類した学問分野の中で，さらに分類される分野を小区分として数字文字で示しています。



授業形態コード
当該授業の実施形態を数字文字で示しています。



使用言語コード
当該授業の教授における使用言語を英字文字で示しています。

＜各コードの詳細＞
各ナンバリングコードの詳細及び他学部等の開講科目の科目ナンバーについては，本学ホームページ又は Oh-o! Meiji
システムにて確認ください。
＜科目ナンバーの例＞
(OP）IND 5 1 1 E
研究科間共通総合講座／学際・総合・複合領域／大学院（修士・専門職）基礎的な内容の科目／学際・総合・複合領
域／講義／英語
※

大学院が設置する，研究科間共通総合講座学際・総合・複合領域分野の科目で，英語により行われる大学院
（修士・専門職）レベルの基礎的な内容の科目という意味。
以

―  ―

上

研究科間共通科目
研究科の枠を越えた柔軟かつ学際的なカリキュラムを設計するため，大学院に「研究科間共通科目」を設置しました。
これらの科目は，各研究科博士前期課程・修士課程及び専門職学位課程に横断して設置され，各研究科委員会が認めた
場合には，博士後期課程に在籍する者も履修することができます。
※履修及び修了要件の取扱いについては所属の研究科シラバスを参照してください。



概要

これまでの大学院教育は，それぞれの専門分野において過去に積み上げられてきた実績に基づき，大学院生にその専
門的知識を蓄積させ，それをいかに通暁するか，その方法を教えることを支柱としてきました。このことは，個々の研
究の発展と蓄積に大きな貢献をしてきましたが，他方では，近年急速に複雑化してきた社会問題への対応を困難にする
要因ともなってきました。
しかし，これからの大学院教育には，いくつかの既成の概念を組み立て，新しいアイディアを創出することが求めら
れています。現在の多様でグローバルな社会の諸問題に対処するためには，理論のみならず現実の社会現象にも通暁
し，新しい知を創造できる能力が必須であり，そのためには問題解決プロセスにおいて，実際に構想し，施策として実
践できるような大学院教育を行う必要があります。
さらに，学問領域を越えると同時に，国境をも越えた国際的な研究活動が求められる昨今，国際的な舞台において研
究活動を発表し，世界各国の研究者と議論を深めることが重要度を増しています。この国際的・学際的能力を備えて初
めて，日本や本学の研究成果を世界に発信できることが可能となります。
研究科間共通科目は，このような喫緊の社会的要請に応えるため，大学院学生が国際的な学術世界へとたどり着ける
ための実践的な技能，社会の抱える課題を解決していく学際的な能力を涵養することをその目的としています。

 「学術英語コミュニケーション」及び「英文学術論文研究方法論」の履修について
() 履修者数の制限措置
各クラスに履修上限人数を設けています。なお，履修希望者数がそれを上回る場合は，履修者の選抜を行います。
具体的な履修上限人数は，下表のとおりです。
学術英語コミュニケーション

英文学術論文研究方法論

名

名

() 同一科目の複数回履修について
英語能力の向上には，継続的に英語を使う必要があります。そこで各科目につき，各学期クラスを上限として，
複数回の履修を認めています。（同一レベルを複数回履修することも可能です。
）
ただし，複数回履修した際の，履修・修了要件への算入については，所属の研究科によって異なりますので，必ず
履修登録前に確認してください。

―  ―



授業科目及び担当者
授業科目

キャンパス 開講期 単位

担当教員

国際系科目群
()
()

初級

春



特任講師

Ph.D.

藤川真由

春



特任講師

Ph.D.

河



特任講師



特任講師



特任講師

博士(学術) 中井真木



特任講師

博士(学術) 中井真木



特任講師

Ph.D.

河

庚希



特任講師

Ph.D.

河

庚希



兼任講師

Simon A. STEVENS



兼任講師

Simon A. STEVENS



兼任講師

Gary J. WOLFF

()

秋

()
()

中級

駿河台

春
春

()
()
()

秋
春

上級

秋

()

春

()
学術英語

()

秋
春

初級

コミュニケーション ()

生田

()
()
()

中級

秋

和泉

()
()

初級
中野

()
()
()
()
()

中級

()
()

中級

兼任講師
特任講師

春



特任講師

博士(学術) 中井真木

春



特任講師

博士(学術) 中井真木

特任講師

Ph.D.

藤川真由



特任講師

Ph.D.

河

春



特任講師

Ph.D.

藤川真由

春



特任講師

英文学術論文

()

研究方法論

()

初級

()

中級

()

初級
初級

()
()
国際系総合研究

春



特任講師

Ph.D.

河

庚希



特任講師

Ph.D.

河

庚希



特任講師

Ph.D.

藤川真由



特任講師

Ph.D.

河



特任講師

Ph.D.

藤川真由



特任講師

博士(学術) 中井真木

秋



特任講師

博士(学術) 中井真木

秋

春

庚希



特任講師

春



特任講師

春



兼任講師

Simon A. STEVENS

Ph.D.

河

庚希

Ph.D.

河

庚希



兼任講師

Simon A. STEVENS

秋
秋



特任講師

和泉

秋



特任講師

博士(学術) 中井真木

春



特任講師

博士(学術) 中井真木

春



特任講師

Ph.D.

藤川真由

秋



特任講師

Ph.D.

河

秋



特任講師

Ph.D.

藤川真由



専任教授 博士(経済学) 鈴木研一〔コーディネーター〕

中野

中級
駿河台

春

国際系総合研究



国際系総合研究
国際系総合研究

博士(学術) 中井真木

生田

()
()

庚希

春

秋

上級

藤川真由



()
()

Gary J. WOLFF
Ph.D.

春

春

駿河台

藤川真由



秋

初級

Ph.D.



秋
初級

博士(学術) 中井真木

春

()
()

庚希

藤川真由

庚希

〈年度未開講〉


駿河台

Ph.D.

〈年度未開講〉

秋



専任教授 博士(経済学) 山口不二夫〔コーディネーター〕

秋



専任教授



客員教授

長岡尚志



専任教授

八木尚志〔コーディネーター〕



専任教授

倉本

学際系科目群
学際系総合研究

駿河台

学際系総合研究

駿河台

学際系総合研究

駿河台

学際系総合研究

生田

春
秋
春

―  ―

博士(法学) 村上一博〔コーディネーター〕

宣〔コーディネーター〕

授業科目

キャンパス 開講期 単位

担当教員

現象数理・ライフサイエンス融合教育系科目群
駿河台

秋
(集中)



特任講師

博士(工学) 萩原健太〔コーディネーター〕

バイオエコノミー

生田

秋



特任講師

博士(農学) 山本英司〔コーディネーター〕

材料開発とデータサイエンス

生田

春



特任講師

博士(工学) 萩原健太〔コーディネーター〕

ライフサイエンスデータ解析

中野

春

 特任准教授 博士(理学) 山本誉士〔コーディネーター〕

融合共創プロジェクト

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
Subject
Campus

学術英語コミュニケーション(1) (初級)
Fundamentals of English Communication Skills for Academic Settings（Elementary)
Surugadai

Instructor

Semester

藤川

Credits

Spring

真由（Mayu FUJIKAWA）

特任講師

2

Ph.D.

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
In this course, students will learn how to introduce themselves, greet others, and deliver effective presentations in English.
Students will also practice how to write emails and CVs in English, in addition to crafting application materials for internships
and other opportunities abroad.
The course is designed to develop students' communication skills and career paths within an international academic and
professional setting.
この授業で，学生は，英語による自己紹介，挨拶，効果的なプレゼンの仕方を学ぶ。またメールや履歴書，そして海外に
おけるインターンシップなどの応募書類の書き方も練習する。
本講は，学生が，学術の世界や専門分野で国際的に活動するために必要なコミュニケーション能力を高め，キャリア形成
に資することを目指す。

授業内容（Course Contents）
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1: Conversational skills 会話のスキル
2: Hometown promotion 地元自慢
3: Emails and academic honesty メールとアカデミック・オネスティ
4: Research interests 研究内容
5: CVs 履歴書
67: Overseas professional opportunities 海外におけるキャリア・チャンス
8: Group discussion グループ・ディスカッション
9: Group presentations グループ・プレゼンテーション
10: Cover letters カバー・レター
1113: Short lectures/conference talks 短い講義/学会発表
14: Epilogue おわりに

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
The course will be offered in English and catered to students who have scored over 500 in TOEIC, 4.0 in IELTS, or 450 in
TOEFL (PBT); maximum enrolment of 20 students.
授業は英語で行われ，受講生は，TOEIC500点，IELTS4.0点，または TOEFL（PBT）450点以上の英語能力を持つ事が
望ましい。履修定員を，20人までとする。

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Weekly oral presentations and/or short writing assignments in English.
毎週，口頭のプレゼンテーションや短いライティングの課題を課す。

教科書（Textbook(s)）
None. 特になし。

参考書（Reference(s)）
A good dictionary and an English grammar book. 良い辞書と英語文法の本。

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
Attendance and participation: 10 (if you miss two classes without appropriate documentation for such absence, your final
evaluation will be lowered by a letter grade). Assignments: 90.
出席と授業への参加度10（2 回欠席の場合，文書による正当な欠席理由がない限り，成績を S なら A へと一段階下
げる）。課題90。

その他（Other）
Students are expected to actively participate in class discussions. They may be required to bring a good dictionary (either
an online or printed version), along with their laptop or notebook, in order to conduct writing exercises in the classroom.
ディスカッションへの積極的な参加が求められる。授業中にライティングの演習をするために，良い辞書（オンライン可）
と，パソコンまたはノートを持参してもらう場合がある。

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
Subject
Campus

学術英語コミュニケーション(2) (初級)
Fundamentals of English Communication Skills for Academic Settings (Elementary)
Surugadai

Instructor

Semester

河

Spring

庚希（Kyung Hee HA）

Credits

特任講師

2

Ph.D.

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
This course trains students who have had little exposure to English with presentation and communication skills in such settings as international conferences and symposiums. The students will learn how to effectively convey their opinions, interact
with people in different situations ?both academic and non-academic, and confidently present their research papers.
本講義は，英語を使用する機会が少なかったり，しばらく英語を話していない学生のための英語のコミュニケーションス
キルを向上させるためのものである。国際学会やシンポジウムで，自信を持って研究成果を発表し，他の参加者たちと会話
ができるように一学期を通して様々なトレーニングを行う。

授業内容（Course Contents）
The schedule is subject to change. The instructor will inform the students of any possible changes.
内容は変わることがある。
Week 1: Introduction to the course & on English communication
Week 2: Autobiography-longer self introduction
Week 3: TED talk-shadowing＋Ben Franklin exercise
Week 4: TED talk discussion I-promote your TED
Week 5: TED talk discussion II-expressing opinions
Week 6: Motivations of current research
Week 7: Background and introduction of current research
Week 8: Discussion of existing research, problem statement, research question
Week 9: Discussion of existing research, problem statement, research question (continued)
Week 10: Research question＋sources/methods
Week 11: Research question＋sources/methods (continued)
Week 12: Findings/results＋analysis
Week 13: Findings/results＋analysis (continued)
Week 14: Review, reflection and wrap up

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
The class will be limited to 20 students and will be conducted in English. It is designed for students with around TOEIC
500, IELTS 4.0 or TOEFL 60. Students are required to use as much English as possible. Some of the topics may change to
better meet students' needs.

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Weekly assignment will be given.
毎週課題が出ます。

教科書（Textbook(s)）
None

参考書（Reference(s)）
A good dictionary.

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
Attendance and Participation: 30
Weekly Assignment: 40
Final Presentation: 30

その他（Other）
3 or more absences will result in zero score for attendance and participation. Missing 5 classes will result in a failing/no
pass grade. 2 late arrivals＝1 absence. Leaving early＝1 absence. Auditing students must fulfill all requirements for the
course. 欠席 3 回で， Attendance & Participation ポイントがゼロになり， 5 回以上で落第となります。遅刻 2 回＝欠席 1
回，早退＝欠席 1 回。聴講生も，受講生と同じように出席，課題に取り組んでください。
―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
Subject
Campus

学術英語コミュニケーション(3) (初級)
Fundamentals of English Communication Skills for Academic Settings（Elementary)
Surugadai

Instructor

Semester

中井

Credits

Fall

真木（Maki NAKAI）

特任講師

2

博士（学術)

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
本科目は，英語での発表やディスカッションの経験が乏しく，英語での学術的コミュニケーションに不安を抱えている大
学院生を対象とし，議論や口頭発表の実践的なトレーニングを積むことで，自信を持って英語で発信できるようになること
を目指します。授業は演習形式で，すべて英語で行います。授業時間中には，会話練習，講演ビデオの視聴と模倣，一定の
テーマに関する討論，短い口頭発表などを行います。また授業時間外には，口頭発表やディスカッションの準備，リーディ
ング，ビデオ視聴，シャドーイング（発表の模倣），メールの作文等の宿題に取り組んでもらいます。学期末には最終課題
として研究発表を行います。受講者には，自身の研究について発表することや，専門性の高い議論に主体的に参加すること
が求められます。
授業の到達目標は，1）標準的な英語の講演を 5 割以上理解できること，2）自分の研究の概要を英語で説明できること，
3）基本的なメール作文や会話ができること，4）自習手段を知り，英語学習が習慣となること，5）英語で交流するための
自信を持つことの 5 つです。

授業内容（Course Contents）
Week 1: Introduction: Academic settings in which you need to use English
Week 2: Listening to a lecture/Beginning communication in English
Week 3: Taking notes/Asking, answering, and avoiding answers in conversation
Week 4: Explaining research interests/Analyzing model presentations
Week 5: Introducing ideas/Analyzing model presentations 2
Week 6: Discussing hot topics/Writing emails
Week 7: Organization of effective presentations/Answering emails
Week 8: Making slides and scripts/Writing a CV
Week 9: Improving speech style/Writing a CV 2
Week 10: Handling Q&A/Writing a cover letter
Week 11: Giving and gaining useful feedback/Writing a cover letter 2
Week 12: Rehearsals
Week 13: Final presentation
Week 14: Final presentation and wrap up
＊授業内容は受講者の数や関心，レベルに合わせて調整します。そのため，上記の日程は大きく変わる可能性があります。

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
＊想定する受講者の英語レベルはおおよそ次の通りです。TOEFL 50，IELTS 4.0，TOEIC 500
＊受講者は20人に制限します。受講希望者が20人を超える場合，初回の授業で選抜を行います。初回授業を欠席する特段
の理由がある場合には，事前に担当教員に連絡してください。

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
毎回の講義で課題を出します。課題は，その種類に応じて，次の講義前に提出，または講義中に発表します。講義後に
は，講義の内容を復習し，課題へのコメントを見直すことが求められます。提出課題の内容は，講義中に討論の題材として
用いることがあります。

教科書（Textbook(s)）
なし。

参考書（Reference(s)）
・Swan, Michael. Practical English Usage. Fourth ed. Oxford University Press, 2016.
・Wallwork, Adrian. English for Academic Correspondence. Second ed. Springer, 2016.
・Wallwork, Adrian. English for Presentations at International Conferences. Second ed. Springer, 2016.

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
＊毎週の課題40
＊講義への参加態度40
＊最終発表20
評価は，学生の取り組み方および講義期間中の成長に対して行います。

その他（Other）
信頼できる英語の辞書（できれば英英辞典）を毎回持ってきてください。紙でも電子媒体でもかまいません。

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
Subject
Campus

学術英語コミュニケーション(4) (中級)
Fundamentals of English Communication Skills for Academic Settings（Intermediate)
Surugadai

Instructor

Semester

藤川

Spring

真由（Mayu FUJIKAWA）

Credits

特任講師

2

Ph.D.

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
In this course, students will learn how to introduce themselves, greet others, and deliver effective presentations in English.
Students will also practice how to write emails and CVs in English, in addition to crafting application materials for internships
and other opportunities abroad.
The course is designed to develop students' communication skills and career paths within an international academic and
professional setting.

授業内容（Course Contents）
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1: Conversational skills
2: Hometown promotion
3: Emails and academic honesty
4: Research interests
5: CVs
67: Overseas professional opportunities
8: Group discussion
9: Group presentations
10: Cover letters
1113: Short lectures/conference talks
14: Epilogue

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
The course will be offered in English and catered to students who have scored over 550 in TOEIC, 5.0 in IELTS, or between 5786 in TOEFL（iBT）; maximum enrollment of 20 students.

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Weekly oral presentations and/or short writing assignments in English.

教科書（Textbook(s)）
None.

参考書（Reference(s)）
A good dictionary and an English grammar book.

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
Attendance and participation: 10 (if you miss two classes without appropriate documentation for such absence, your final
evaluation will be lowered by a letter grade). Assignments: 90.

その他（Other）
Students are expected to actively participate in class discussion. They may be required to bring a good dictionary (either an
online or printed version), along with their laptop or notebook, in order to conduct writing exercises in the classroom.

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
Subject
Campus

学術英語コミュニケーション(5）・
（6) (中級)
Fundamentals of English Communication Skills for Academic Settings (Intermediate)
Surugadai

Instructor

Semester

中井

Spring/Fall

真木（Maki NAKAI）

特任講師

Credits

2

博士（学術)

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
This course is designed to develop oral and writing skills needed to communicate with other scholars in English for students who have some experience in academic settings or substantial experience of English communication in non-academic
settings. This is not a lecture course and students' active participation in writing, presenting, and discussing is essential to the
success of the course. In class, they will watch/listen to various clips, discuss with other students, and give multiple oral
presentations. They will also be asked to prepare their presentations, write correspondence, read assigned readings, and
watch assigned clips as homework. At the end of the term, they will give a final presentation. All participants will be required
to participate in academic discussions as well as talk and write about their research. The class will be conducted in English
and students are required to use as much English as possible.
The objective of the course is for students to acquire the skills and confidence needed to publish their scholarly achievements, to gain useful feedback from other scholars, and to build a global human network.

授業内容（Course Contents）
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Introduction: Sharing experiences and challenges
Explaining your background/Discussing hot topics
Presenting your ideas with good support/Analyzing model presentations
Making a biography/Discussing social issues/Writing emails
Effective organization of presentations/Correspondence with other scholars/Analyzing model presentations 2
Copying model presentations/Correspondence with other scholars 2
Copying model presentations 2/Writing a CV and cover letters
Finding ways to connect your research interests with larger themes/Discussing social issues 2/Writing a CV and
cover letters 2
Week 9: Writing scripts and preparing slides/Discussing cultural issues
Week 10: Gaining feedback and making constructive exchanges/Discussing cultural issues 2
Week 11: Handling questions and discussions/Discussing hot topics 2
Week 12: Rehearsals
Week 13: Final presentations
Week 14: Final presentations and wrap up
＊The content will be adjusted to the size of the class and the level and needs of the students and therefore the above schedule
is subject to change.

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
＊This course is designed for students at the level of TOEFL 5786, IELTS 5.0, or TOEIC 550.
＊The course is limited to 20 students. If more than 20 apply to take it, a selection will be made among those who attend the
first class. If a student wants to take the course but for some unavoidable reason cannot attend the first class, they should
contact the instructor beforehand.

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Every week, students will be required to submit an assignment before class and/or present it in class and to review the
feedback from the instructor after class. Submitted assignments will be used as discussion materials and shared with other
students.

教科書（Textbook(s)）
None. The instructor will provide class materials.

参考書（Reference(s)）
・Swan, Michael. Practical English Usage. Fourth ed. Oxford University Press, 2016.
・Wallwork, Adrian. English for Academic Correspondence. Second ed. Springer, 2016.
・Wallwork, Adrian. English for Presentations at International Conferences. Second ed. Springer, 2016.

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
＊Weekly assignments (presentations, correspondence, slides, scripts, etc.）: 40
＊Participation during class: 40
＊Final presentation: 20
Evaluation will be based on the student's efforts and improvement during the term.

その他（Other）
Always bring a good dictionary to class. Either paper or electronic is acceptable.

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
Subject
Campus

学術英語コミュニケーション(7）・
（8) ((上級)
Fundamentals of English Communication Skills for Academic Settings (Advanced)
Surugadai

Instructor

Semester

Spring/Fall

河 庚希 (Kyung Hee HA）

Credits

特任講師

2

Ph.D.

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
This course aims to give students experience of communication and active participation in seminars and academic settings
in English with a focus on 1）listening for main points in short lectures; 2）discussing values and opinions with others; and 3）
short presentations individual and in small groups (if appropriate). The general theme of the course is ``Contemporary
Japanese Society.'' The students will develop confidence and strategies for active participation in various academic settings
in English, and make a final presentation on their current research projects.

授業内容（Course Contents）
The schedule is subject to change. The instructor will inform the students of any possible changes.
Week 1: Introduction to the course & on English communication
Week 2: Autobiography-longer self introduction
Week 3: TED talk-shadowing＋Ben Franklin exercise
Week 4: TED talk discussion I-promote your TED
Week 5: TED talk discussion II-expressing opinions
Week 6: Motivations of current research
Week 7: Background and introduction of current research
Week 8: Discussion of existing research, problem statement, research question
Week 9: Discussion of existing research, problem statement, research question (continued）
Week 10: Research question＋sources/methods
Week 11: Research question＋sources/methods (continued）
Week 12: Findings/results＋analysis
Week 13: Findings/results＋analysis (continued）
Week 14: Review, reflection and wrap up

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
The class will be limited to 20 students and will be conducted in English. It is designed for students with around TOEIC
800, IELTS 6 or TOEFL 100. Students are required to use as much English as possible. Some of the topics may change to better meet students' needs.

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Weekly assignment will be given.

教科書（Textbook(s)）
None

参考書（Reference(s)）
A good dictionary

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
Participation: 30
Weekly Assignment: 40
Final Presentation: 30

その他（Other）
3 or more absences will result in zero score for attendance and participation. Missing 5 classes will result in a failing/no
pass grade. 2 late arrivals＝1 absence. Leaving early＝1 absence. Auditing students must fulfill all requirements for the
course.
―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
Subject
Campus

学術英語コミュニケーション(9）・ (10) (初級)
Fundamentals of English Communication Skills for Academic Settings (Elementary)
Semester

Ikuta

Instructor

Spring/Fall

Credits

スティーブンス，サイモン A (Simon A. STEVENS）

2

兼任講師

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
The aim of this course is to improve the students' presentation skills both in academic contexts (at universities, conferences）as well as working situations. Learning to present is a life skill, not just a study skill, so it will be a very practical
course.
Students will learn how to plan and organize their ideas with a concrete central focus. We shall also work on using gestures
and voice inflection to make the presentations clear and persuasive. Additionally, students will use visuals (graphs, charts
and images）to make their information/data more accessible to their audience. Initially starting with poster presentations in
pairs and groups to build self-confidence, we will then move onto computer-based presentations.
この講義は，学術的な場（大学，学会等）や職場におけるプレゼンテーションスキルを向上することが目的である。プレ
ゼンテーションを学ぶことは，単なる学習スキルではなく，生きていく上で必要なスキルなので，大変実用的な講義である。
講義では，学生が明確に自分自身のアイデアを計画・整理することを学び，プレゼンテーションをより明確及び説得力の
あるものにするためのしぐさや声の抑揚も練習する。そして，聴衆がより理解しやすいように，情報やデータに視覚（図，
表及び画像）を用いる。前半は自信を身につけるために，ペアやグループに分かれてポスタープレゼンテーションを行い，
後半からはコンピュータープレゼンテーションの実習を予定している。

授業内容（Course Contents）
The class schedule is as follows but may change according to student needs:
講義スケジュールは以下のとおりだが，履修者の希望によって内容を変更する場合もある
Week 1: Introduction to the course（オリエンテーション）
Week 2: Posture & Eye Contact（姿勢とアイコンタクト）
Week 3: Mini-Presentation 1（ミニ・プレゼンテーション 1）
Week 4: Gestures（しぐさ）
Week 5: Voice inflection（声の抑揚）
Week 6: Mini-Presentation 2（ミニ・プレゼンテーション 2）
Weeks 7 & 8: Effective visuals（効果的なビジュアル）
Week 9: Mini-Presentation 3（ミニ・プレゼンテーション 3）
Week 10: The Introduction（導入）
Week 11: The Body（本文）
Week 12: The Conclusion（まとめ）
Week 13: Preparation for final presentations（最終プレゼンテーション準備）
Week 14: Final Presentations（最終プレゼンテーション）

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
The class will be limited to 20 students and will be conducted in English.
履修定員を20名とし，授業は英語で実施する。

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Assignments will be given for each session.
各講義において課題を課す予定です。

教科書（Textbook(s)）
Speaking of Speech by Harrington & Beau, Macmillan

参考書（Reference(s)）
Please bring a good dictionary. 良い辞書を持参すること。

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
50 Class participation; 50 class assignments and presentations
50参画度，50課題及びプレゼンテーション

その他（Other）

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
Subject
Campus

学術英語コミュニケーション(11）・
（12) (初級)
Fundamentals of English Communication Skills for Academic Settings (Elementary)
Semester

Ikuta

Instructor

Spring/Fall

ウルフ，ゲーリー J（Gary J. WOLFF）

Credits

2

兼任講師

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
The objective of this course is to assist Japanese graduate students who are studying engineering, science, or a related field
acquire the necessary technical communication and presentation skills to compete effectively in the globalized world of
science and engineering. With Japan's prominent role in the world economy, there is an ever pressing need for Japanese engineers and scientists to possess those communication skills necessary to explain technical concepts and give presentations in
English to international colleagues.
この講義の目的は，理工系分野を研究している大学院生に対し，研究分野において国際的に通用するコミュニケーション
能力やプレゼン能力を養うためである。世界経済において突出した立場にある日本にとっては，日本人技術者や研究者が国
際舞台において技術的な説明やプレゼンを英語で行う能力が必要とされている。
We will use a textbook where through a series of classroom presentations, students will learn presentation basics, acquire
pertinent technical vocabulary, improve listening comprehension skills, and be given sufficient pronunciation practice to
boost their confidence in communicating with English speakers at academic conferences, poster sessions, and international
symposiums.
授業では，教科書やミニプレゼンを用いながら，プレゼンの基礎，適切な専門用語の習得，聴解力強化について勉強しま
す。また，学会，ポスターセッションや国際シンポジウム等での英語によるコミュニケーションへの自信をつけるために十
分な発音練習も行なう。
By using our textbook, the internet, and other resources, students will gain real-life experience in actually communicating
in technical English, where they will benefit from the instructor's many years of experience as a professional engineer.
また，教科書，インターネットやその他の媒体を用いながら，長年技術者としての経験を持つ担当教員により，受講者は
実際に技術的な英語によるコミュニケーションを経験していく。

授業内容（Course Contents）
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class

1: Introduction of course content and class requirements
2: Intro to the Option Presentation
3: Option Presentation preparation
4: Option Presentations Day 1
5: Option Presentations Day 2
6: Intro to the Proposal Presentation
7: Proposal Presentation preparation
8: Proposal Presentations Day 1
9: Proposal Presentations Day 2
10: Intro to the Technical Presentation
11: Technical Presentation preparation
12: Technical Presentations Day 1
13: Technical Presentations Day 2
14: Course review & final wrap-up

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
The class will be limited to 20 students and will be conducted in English. The content may be modified to better meet student needs. The
recommended minimum TOEIC score is 500.
履修定員を20名とし，授業は英語で実施する。履修者の要望により，授業内容を変更する可能性もある。
なお，履修者は TOEIC テストのスコアが500点以上であることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
After each week's class, students should review that day's classroom learning materials to prepare for the next class, focusing on key vocabulary from the textbook.

教科書（Textbook(s)）
Title: Speaking of Speech, Level 2
Author: Charles LeBeau
Publisher: Macmillan Education
Publication date: 2016

参考書（Reference(s)）
A good E→J/J→E dictionary would be useful. 良い辞書 (英和・和英）を使用すること。

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
Class participation（参画度）―30
Homework（課題）―30
Presentations（プレゼンテーション）―40

その他（Other）
Gary Wolff is a native of Houston, Texas, USA. He has a Master's degree from the University of Texas and is a former registered professional engineer. He has lived and worked in Tokyo since 1991 and has taught at over 80 different companies, schools, and agencies. In his
free time, Gary is passionate about mountain climbing and has scaled all of Japan's 25 highest peaks. More details on Gary's background and
life in Japan can be found at https://garyjwolff.com.

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
Subject
Campus

学術英語コミュニケーション(13) (初級)
Fundamentals of English Communication Skills for Academic Settings（Elementary)
Ikuta

Instructor

Semester

藤川

Credits

Spring

真由（Mayu FUJIKAWA）

特任講師

2

Ph.D.

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
In this course, students will learn how to introduce themselves, greet others, and deliver effective presentations in English.
Students will also practice how to write emails and CVs in English, in addition to crafting application materials for internships
and other opportunities abroad.
The course is designed to develop students' communication skills and career paths within an international academic and
professional setting.
この授業で，学生は，英語による自己紹介，挨拶，効果的なプレゼンの仕方を学ぶ。またメールや履歴書，そして海外に
おけるインターンシップなどの応募書類の書き方も練習する。
本講は，学生が，学術の世界や専門分野で国際的に活動するために必要なコミュニケーション能力を高め，キャリア形成
に資することを目指す。

授業内容（Course Contents）
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1: Conversational skills 会話のスキル
2: Hometown promotion 地元自慢
3: Emails and academic honesty メールとアカデミック・オネスティ
4: Research interests 研究内容
5: CVs 履歴書
67: Overseas professional opportunities 海外におけるキャリア・チャンス
8: Group discussion グループ・ディスカッション
9: Group presentations グループ・プレゼンテーション
10: Cover letters カバー・レター
1113: Short lectures/conference talks 短い講義/学会発表
14: Epilogue おわりに

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
The course will be offered in English and catered to students who have scored over 500 in TOEIC, 4.0 in IELTS, or 450 in
TOEFL (PBT); maximum enrolment of 20 students.
授業は英語で行われ，受講生は，TOEIC500点，IELTS4.0点，または TOEFL（PBT）450点以上の英語能力を持つ事が
望ましい。履修定員を，20人までとする。

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Weekly oral presentations and/or short writing assignments in English.
毎週，口頭のプレゼンテーションや短いライティングの課題を課す。

教科書（Textbook(s)）
None. 特になし。

参考書（Reference(s)）
A good dictionary and an English grammar book. 良い辞書と英語文法の本。

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
Attendance and participation: 10 (if you miss two classes without appropriate documentation for such absence, your final
evaluation will be lowered by a letter grade). Assignments: 90.
出席と授業への参加度10（2 回欠席の場合，文書による正当な欠席理由がない限り，成績を S なら A へと一段階下
げる）。課題90。

その他（Other）
Students are expected to actively participate in class discussions. They may be required to bring a good dictionary (either
an online or printed version), along with their laptop or notebook, in order to conduct writing exercises in the classroom.
ディスカッションへの積極的な参加が求められる。授業中にライティングの演習をするために，良い辞書（オンライン可）
と，パソコンまたはノートを持参してもらう場合がある。
―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
Subject
Campus

学術英語コミュニケーション(14）・
（15) (中級)
Fundamentals of English Communication Skills for Academic Settings（Intermediate)
Ikuta

Instructor

Semester

中井

Credits

Spring

真木（Maki NAKAI）

特任講師

2

博士（学術)

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
This course is designed to develop oral and writing skills needed to communicate with other scholars in English for students who have some experience in academic settings or substantial experience of English communication in non-academic
settings. This is not a lecture course and students' active participation in writing, presenting, and discussing is essential to the
success of the course. In class, they will watch/listen to various clips, discuss with other students, and give multiple oral
presentations. They will also be asked to prepare their presentations, write correspondence, read assigned readings, and
watch assigned clips as homework. At the end of the term, they will give a final presentation. All participants will be required
to participate in academic discussions as well as talk and write about their research. The class will be conducted in English
and students are required to use as much English as possible.
The objective of the course is for students to acquire the skills and confidence needed to publish their scholarly achievements, to gain useful feedback from other scholars, and to build a global human network.

授業内容（Course Contents）
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Introduction: Sharing experiences and challenges
Explaining your background/Discussing hot topics
Presenting your ideas with good support/Analyzing model presentations
Making a biography/Discussing social issues/Writing emails
Effective organization of presentations/Correspondence with other scholars/Analyzing model presentations 2
Copying model presentations/Correspondence with other scholars 2
Copying model presentations 2/Writing a CV and cover letters
Finding ways to connect your research interests with larger themes/Discussing social issues 2/Writing a CV and
cover letters 2
Week 9: Writing scripts and preparing slides/Discussing cultural issues
Week 10: Gaining feedback and making constructive exchanges/Discussing cultural issues 2
Week 11: Handling questions and discussions/Discussing hot topics 2
Week 12: Rehearsals
Week 13: Final presentations
Week 14: Final presentations and wrap up
＊The content will be adjusted to the size of the class and the level and needs of the students. The above schedule is subject to
change.

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
＊This course is designed for students at the level of TOEFL 5786, IELTS 5.0, or TOEIC 550.
＊The course is limited to 20 students. If more than 20 apply to take it, a selection will be made among those who attend the
first class. If a student wants to take the course but for some unavoidable reason cannot attend the first class, he or she
should contact the instructor beforehand.

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Every week, students will be required to submit an assignment before class and/or present it in class and to review the
feedback from the instructor after class. Submitted assignments will be used as discussion materials and shared with other
students.

教科書（Textbook(s)）
・Wallwork, Adrian. English for Academic Correspondence. Second ed. Springer, 2016.
・Wallwork, Adrian. English for Presentations at International Conferences. Second ed. Springer, 2016.
(Both are available as an ebook at the library.)

参考書（Reference(s)）
成績評価の方法（Grading and Evaluation）
＊Weekly assignments (presentations, correspondence, slides, scripts, etc.): 40
＊Participation during class: 40
＊Final presentation: 20
Evaluation will be based on the student's efforts and improvement during the term.

その他（Other）
Always bring a good dictionary to class. Either paper or electronic is acceptable.

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
Subject
Campus

学術英語コミュニケーション(16) (中級)
Fundamentals of English Communication Skills for Academic Settings（Intermediate)
Ikuta

Instructor

Semester

藤川

Fall

真由（Mayu FUJIKAWA）

Credits

特任講師

2

Ph.D.

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
In this course, students will learn how to introduce themselves, greet others, and deliver effective presentations in English.
Students will also practice how to write emails and CVs in English, in addition to crafting application materials for internships
and other opportunities abroad.
The course is designed to develop students' communication skills and career paths within an international academic and
professional setting.

授業内容（Course Contents）
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1: Conversational skills
2: Hometown promotion
3: Emails and academic honesty
4: Research interests
5: CVs
67: Overseas professional opportunities
8: Group discussion
9: Group presentations
10: Cover letters
1113: Short lectures/conference talks
14: Epilogue

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
The course will be offered in English and catered to students who have scored over 550 in TOEIC, 5.0 in IELTS, or between 5786 in TOEFL (iBT); maximum enrollment of 20 students.

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Weekly oral presentations and/or short writing assignments in English.

教科書（Textbook(s)）
None.

参考書（Reference(s)）
A good dictionary and an English grammar book.

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
Attendance and participation: 10 (if you miss two classes without appropriate documentation for such absence, your final
evaluation will be lowered by a letter grade). Assignments: 90.

その他（Other）
Students are expected to actively participate in class discussions. They may be required to bring a good dictionary (either
an online or printed version), along with their laptop or notebook, in order to conduct writing exercises in the classroom.

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
Subject
Campus

学術英語コミュニケーション(17) (初級)
Fundamentals of English Communication Skills for Academic Settings（Elementary)
Izumi

Instructor

Semester

河

Spring

庚希（Kyung Hee HA）

Credits

特任講師

2

Ph.D.

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
This course trains students who have had little exposure to English with presentation and communication skills in such settings as international conferences and symposiums. The students will learn how to effectively convey their opinions, interact
with people in different situations ?both academic and non-academic, and confidently present their research papers.
本講義は，英語を使用する機会が少なかったり，しばらく英語を話していない学生のための英語のコミュニケーションス
キルを向上させるためのものである。国際学会やシンポジウムで，自信を持って研究成果を発表し，他の参加者たちと会話
ができるように一学期を通して様々なトレーニングを行う。

授業内容（Course Contents）
The schedule is subject to change. The instructor will inform the students of any possible changes.
内容は変わることがある。
Week 1: Introduction to the course & on English communication
Week 2: Autobiography-longer self introduction
Week 3: TED talk-shadowing＋Ben Franklin exercise
Week 4: TED talk discussion I-promote your TED
Week 5: TED talk discussion II-expressing opinions
Week 6: Motivations of current research
Week 7: Background and introduction of current research
Week 8: Discussion of existing research, problem statement, research question
Week 9: Discussion of existing research, problem statement, research question（continued）
Week 10: Research question＋sources/methods
Week 11: Research question＋sources/methods（continued）
Week 12: Findings/results＋analysis
Week 13: Findings/results＋analysis（continued）
Week 14: Review, reflection and wrap up

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
The class will be limited to 20 students and will be conducted in English. It is designed for students with around TOEIC
500, IELTS 4.0 or TOEFL 60. Students are required to use as much English as possible. Some of the topics may change to
better meet students' needs.

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Weekly assignment will be given.
毎週課題が出ます。

教科書（Textbook(s)）
None.

参考書（Reference(s)）
A good dictionary.

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
Attendance and Participation: 30
Weekly Assignment: 40
Final Presentation: 30

その他（Other）
3 or more absences will result in zero score for attendance and participation. Missing 5 classes will result in a failing/no
pass grade. 2 late arrivals＝1 absence. Leaving early＝1 absence. Auditing students must fulfill all requirements for the
course.
欠席 3 回で，Attendance & Participation ポイントがゼロになり，5 回以上で落第となります。遅刻 2 回＝欠席 1 回，早
退＝欠席 1 回。聴講生も，受講生と同じように出席，課題に取り組んでください。

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
Subject
Campus

学術英語コミュニケーション(18) (初級)
Fundamentals of English Communication Skills for Academic Settings（Elementary)
Nakano

Instructor

Semester

藤川

Credits

Spring

真由（Mayu FUJIKAWA）

特任講師

2

Ph.D.

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
In this course, students will learn how to introduce themselves, greet others, and deliver effective presentations in English.
Students will also practice how to write emails and CVs in English, in addition to crafting application materials for internships
and other opportunities abroad.
The course is designed to develop students' communication skills and career paths within an international academic and
professional setting.
この授業で，学生は，英語による自己紹介，挨拶，効果的なプレゼンの仕方を学ぶ。またメールや履歴書，そして海外に
おけるインターンシップなどの応募書類の書き方も練習する。
本講は，学生が，学術の世界や専門分野で国際的に活動するために必要なコミュニケーション能力を高め，キャリア形成
に資することを目指す。

授業内容（Course Contents）
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1: Conversational skills 会話のスキル
2: Hometown promotion 地元自慢
3: Emails and academic honesty メールとアカデミック・オネスティ
4: Research interests 研究内容
5: CVs 履歴書
67: Overseas professional opportunities 海外におけるキャリア・チャンス
8: Group discussion グループ・ディスカッション
9: Group presentations グループ・プレゼンテーション
10: Cover letters カバー・レター
1113: Short lectures/conference talks 短い講義/学会発表
14: Epilogue おわりに

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
The course will be offered in English and catered to students who have scored over 500 in TOEIC, 4.0 in IELTS, or 450 in
TOEFL (PBT); maximum enrolment of 20 students.
授業は英語で行われ，受講生は，TOEIC500点，IELTS4.0点，または TOEFL（PBT）450点以上の英語能力を持つ事が
望ましい。履修定員を，20人までとする。

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Weekly oral presentations and short writing assignments in English.
毎週，口頭のプレゼンテーションや短いライティングの課題を課す。

教科書（Textbook(s)）
None. 特になし。

参考書（Reference(s)）
A good dictionary and an English grammar book. 良い辞書と英語文法の本。

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
Attendance and participation: 10 (if you miss two classes without appropriate documentation for such absence, your final
evaluation will be lowered by a letter grade). Assignments: 90.
出席と授業への参加度10（2 回欠席の場合，文書による正当な欠席理由がない限り，成績を S なら A へと一段階下
げる）。課題90。

その他（Other）
Students are expected to actively participate in class discussions. They may be required to bring a good dictionary (either
an online or printed version), along with their laptop or notebook, in order to conduct writing exercises in the classroom.
ディスカッションへの積極的な参加が求められる。授業中にライティングの演習をするために，良い辞書（オンライン可）
と，パソコンまたはノートを持参してもらう場合がある。

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
Subject
Campus

学術英語コミュニケーション(19) (初級)
Fundamentals of English Communication Skills for Academic Settings（Elementary)
Nakano

Instructor

Semester

中井

Credits

Spring

真木（Maki NAKAI）

特任講師

2

博士（学術)

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
本科目は，英語での発表やディスカッションの経験が乏しく，国際学会やセミナーへの参加に向けて不安を抱えている大
学院生を対象とし，議論や口頭発表の実践的なトレーニングを積むことで，自信を持って英語で発信できるようになること
を目指します。授業は演習形式で，すべて英語で行います。授業時間中には，会話練習，講演ビデオの視聴と模倣，一定の
テーマに関する討論，短い口頭発表などを行います。また授業時間外には，口頭発表やディスカッションの準備，リーディ
ング，ビデオ視聴，シャドーイング（発表の模倣），メールの作文等の宿題に取り組んでもらいます。学期末には最終課題
として研究発表を行います。受講者には，自身の研究について発表することや，専門性の高い議論に主体的に参加すること
が求められます。
授業の到達目標は，1）標準的な英語の講演を 5 割以上理解できること，2）自分の研究の概要を英語で説明できること，
3）基本的なメール作文や会話ができること，4）自習手段を知り，英語学習が習慣となること，5）英語で交流するための
自信を持つことの 5 つです。

授業内容（Course Contents）
Week 1: Introduction: Academic settings in which you need to use English
Week 2: Listening to a lecture/Beginning communication in English
Week 3: Taking notes/Asking, answering, and avoiding answers in conversation
Week 4: Explaining research interests/Analyzing model presentations
Week 5: Introducing ideas/Analyzing model presentations 2
Week 6: Discussing hot topics/Writing emails
Week 7: Organization of effective presentations/Answering emails
Week 8: Making slides and scripts/Writing a CV
Week 9: Improving speech style/Writing a CV 2
Week 10: Handling Q&A/Writing a cover letter
Week 11: Giving and gaining useful feedback/Writing a cover letter 2
Week 12: Rehearsals
Week 13: Final presentation
Week 14: Final presentation and wrap up
＊授業内容は受講者の数や関心，レベルに合わせて調整します。そのため，上記の日程は大きく変わる可能性があります。

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
＊想定する受講者の英語レベルはおおよそ次の通りです。TOEFL 50，IELTS 4.0，TOEIC 500
＊受講者は20人に制限します。受講希望者が20人を超える場合，初回の授業で選抜を行います。初回授業を欠席する特段
の理由がある場合には，事前に担当教員に連絡してください。

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
毎回の講義で課題を出します。課題は，その種類に応じて，次の講義前に提出，または講義中に発表します。講義後に
は，講義の内容を復習し，課題へのコメントを見直すことが求められます。提出課題の内容は，講義中に討論の題材として
用いることがあります。

教科書（Textbook(s)）
・Wallwork, Adrian. English for Academic Correspondence. Second ed. Springer, 2016.
・Wallwork, Adrian. English for Presentations at International Conferences. Second ed. Springer, 2016.
いずれも電子ブックとして図書館に所蔵されています。

参考書（Reference(s)）
成績評価の方法（Grading and Evaluation）
＊毎週の課題40
＊講義への参加態度40
＊最終発表20
評価は，学生の取り組み方および講義期間中の成長に対して行います。

その他（Other）
信頼できる英語の辞書（できれば英英辞典）を毎回持ってきてください。紙でも電子媒体でもかまいません。

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
Subject
Campus

学術英語コミュニケーション(20) (初級)
Fundamentals of English Communication Skills for Academic Settings（Elementary
Nakano

Instructor

Semester

河

Spring

庚希（Kyung Hee HA）

Credits

特任講師

2

Ph.D.

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
This course trains students who have had little exposure to English with presentation and communication skills in such settings as international conferences and symposiums. The students will learn how to effectively convey their opinions, interact
with people in different situations-both academic and non-academic, and confidently present their research papers.
本講義は，英語を使用する機会が少なかったり，しばらく英語を話していない学生のための英語のコミュニケーションス
キルを向上させるためのものである。国際学会やシンポジウムで，自信を持って研究成果を発表し，他の参加者たちと会話
ができるように一学期を通して様々なトレーニングを行う。

授業内容（Course Contents）
The schedule is subject to change. The instructor will inform the students of any possible changes.
内容は変わることがある。
Week 1: Introduction to the course & on English communication
Week 2: Autobiography-longer self introduction
Week 3: TED talk-shadowing＋Ben Franklin exercise
Week 4: TED talk discussion I-promote your TED
Week 5: TED talk discussion II-expressing opinions
Week 6: Motivations of current research
Week 7: Background and introduction of current research
Week 8: Discussion of existing research, problem statement, research question
Week 9: Discussion of existing research, problem statement, research question（continued）
Week 10: Research question＋sources/methods
Week 11: Research question＋sources/methods（continued）
Week 12: Findings/results＋analysis
Week 13: Findings/results＋analysis（continued）
Week 14: Review, reflection and wrap up

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
The class will be limited to 20 students and will be conducted in English. It is designed for students with around TOEIC
500, IELTS 4.0 or TOEFL 60. Students are required to use as much English as possible. Some of the topics may change to
better meet students' needs.

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Weekly assignment will be given.
毎週課題が出ます。

教科書（Textbook(s)）
None

参考書（Reference(s)）
A good dictionary
Murphy, Raymond. English Grammar in Use: A Self Study Reference and Practice Book for Intermediate Students. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
Participation: 30
Weekly Assignment: 40
Final Presentation: 30

その他（Other）
3 or more absences will result in zero score for attendance and participation. Missing 5 classes will result in a failing/no
pass grade. 2 late arrivals＝1 absence. Leaving early＝2 absence. Auditing students must fulfill all requirements for the
course.
欠席 3 回で，Attendance & Participation ポイントがゼロになり，5 回以上で落第となります。遅刻 2 回＝欠席 1 回，早
退＝欠席 1 回。聴講生も，受講生と同じように出席，課題に取り組んでください。
―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
Subject
Campus

学術英語コミュニケーション(21) (中級)
Fundamentals of English Communication Skills for Academic Settings（Intermediate)
Nakano

Instructor

Semester

河

Spring

庚希（Kyung Hee HA）

Credits

特任講師

2

Ph.D.

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
This course aims to give students experience of communication and active participation in seminars and academic settings
in English with a focus on 1）listening for main points in short lectures; 2）discussing values and opinions with others; and 3）
short presentations -individual and in small groups（if appropriate). The students will develop confidence and strategies for
active participation in various academic settings in English, and make a final presentation on their current research projects.

授業内容（Course Contents）
The schedule is subject to change. The instructor will inform the students of any possible changes.
Week 1: Introduction to the course & on English communication
Week 2: Autobiography-longer self introduction
Week 3: TED talk-shadowing＋Ben Franklin exercise
Week 4: TED talk discussion I-promote your TED
Week 5: TED talk discussion II-expressing opinions
Week 6: Motivations of current research
Week 7: Background and introduction of current research
Week 8: Discussion of existing research, problem statement, research question
Week 9: Discussion of existing research, problem statement, research question（continued）
Week 10: Research question＋sources/methods
Week 11: Research question＋sources/methods（continued）
Week 12: Findings/results＋analysis
Week 13: Findings/results＋analysis（continued）
Week 14: Review, reflection and wrap up

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
The class will be limited to 20 students and will be conducted in English. It is designed for students with around TOEIC
550, IELTS 5 or TOEFL 70. Students are required to use as much English as possible. Some of the topics may change to better meet students' needs.

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Weekly assignment will be given.

教科書（Textbook(s)）
None

参考書（Reference(s)）
A good dictionary

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
Participation: 30
Weekly Assignment: 40
Final Presentation: 30

その他（Other）
3 or more absences will result in zero score for attendance and participation. Missing 5 classes will result in a failing/no
pass grade. 2 late arrivals＝1 absence. Leaving early＝1 absence. Auditing students must fulfill all requirements for the
course.
―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
Subject
Campus

学術英語コミュニケーション(22) (中級)
Fundamentals of English Communication Skills for Academic Settings（Intermediate)
Nakano

Instructor

Semester

藤川

Fall

真由（Mayu FUJIKAWA）

Credits

特任講師

2

Ph.D.

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
In this course, students will learn how to introduce themselves, greet others, and deliver effective presentations in English.
Students will also practice how to write emails and CVs in English, in addition to crafting application materials for internships
and other opportunities abroad.
The course is designed to develop students' communication skills and career paths within an international academic and
professional setting.

授業内容（Course Contents）
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1: Conversational skills
2: Hometown promotion
3: Emails and academic honesty
4: Research interests
5: CVs
67: Overseas professional opportunities
8: Group discussion
9: Group presentations
10: Cover letters
1113: Short lectures/conference talks
14: Epilogue

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
The course will be offered in English and catered to students who have scored over 550 in TOEIC, 5.0 in IELTS, or between 5786 in TOEFL (iBT); maximum enrollment of 20 students.

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Weekly oral presentations and/or short writing assignments in English.

教科書（Textbook(s)）
None.

参考書（Reference(s)）
A good dictionary and an English grammar book.

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
Attendance and participation: 10 (if you miss two classes without appropriate documentation for such absence, your final
evaluation will be lowered by a letter grade). Assignments: 90.

その他（Other）
Students are expected to actively participate in class discussions. They may be required to bring a good dictionary (either
an online or printed version), along with their laptop or notebook, in order to conduct writing exercises in the classroom.

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
英文学術論文研究方法論(1) (初級)

Subject
Campus

Fundamentals of Writing Academic Papers in English（Elementary)
Surugadai

Instructor

Semester

河

Spring

庚希（Kyung Hee HA）

Credits

特任講師

2

Ph.D.

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
In this course, students will develop skill in logically organizing their writing across a range of different academic essays
through a guided process of drafting and editing to improve grammar and accuracy. Students will work on several drafts before submitting a final paper.
本講義では学術論文を執筆するための基礎知識・スキルの向上を目的とする。ライティングの立案，編集を重ね，最終的
に期末ペーパーを提出する。

授業内容（Course Contents）
The schedule is subject to change. The instructor will inform the students of any possible changes.
内容は変わることがある。
Week 1: Introduction on academic English writing オリエンテーション
Week 2: Writing compare/contrast essays 比較エッセイ
Writing professional e-mails E メールの書き方
Week 3: Writing argumentative essays 自分の意見を書き，まとめる
Week 4: Brainstorming & formulating research questions リサーチ・クエスチョンの設定
Week 5: Bibliography: identifying key texts キー・テキストの選定
Week 6: Literature Review for Abstract 先行研究のまとめ
Week 7: Literature Review for Abstract 先行研究のまとめ
Week 8: Review and catch up
Week 9: Abstract/research proposal
Week 10: Citations: avoiding plagiarism 正しい引用方法
Week 11: Writing, feedback and editing I 執筆・編集・レビュー
Week 12: Writing, feedback and editing II 執筆・編集・レビュー
Week 13: Writing, feedback and editing III 執筆・編集・レビュー
Week 14: Final presentation

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
The class will be limited to 10 students and will be conducted in English. It is designed for students with around TOEIC
500, IELTS 4.0 or TOEFL 60. Students are required to use as much English as possible. Some of the topics may change to
better meet students' needs.

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Weekly assignment will be given.
毎週課題が出ます。

教科書（Textbook(s)）
None.

参考書（Reference(s)）
A good dictionary.

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
Attendance and Participation: 30
Writing Assignments: 40
Final Paper and Presentation: 30

その他（Other）
3 or more absences will result in zero score for attendance and participation. Missing 5 classes will result in a failing/no
pass grade. 2 late arrivals＝1 absence. Leaving early＝1 absence. Auditing students must fulfill all requirements for the
course.
欠席 3 回で，Attendance & Participation ポイントがゼロになり，5 回以上で落第となります。遅刻 2 回＝欠席 1 回，早
退＝欠席 1 回。聴講生も，受講生と同じように出席，課題に取り組んでください。

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
英文学術論文研究方法論(2) (初級)

Subject
Campus

Fundamentals of Writing Academic Papers in English（Elementary)
Surugadai

Instructor

Semester

藤川

Fall

真由（Mayu FUJIKAWA）

Credits

特任講師

2

Ph.D.

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
In this course, students are required to write a research paper on the topic of their choice. The process of writing will be
divided into various steps, which facilitates students' learning experiences.
This course is designed to help students develop academic writing skills in English and become acquainted with how to
publish their research findings outside Japan.
この授業において，学生は自分が選んだテーマに従って，リサーチ・ペーパーを執筆する。執筆の課程を手際よく学習出
来るように，幾つかの段階に分ける。
授業の目的は，英文アカデミック・ライティングの技能と，海外における研究結果の出版方法を学ぶことである。

授業内容（Course Contents）
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1: Academic honesty and citations アカデミック・オネスティと文献の引用方法
2: Research topic and publishing abroad 研究課題と海外での出版
3: Thesis statement and outline 主旨とアウトライン
4: Critical reading and literature review 批判的な読解と先行研究のまとめ
5: Supporting evidence I/methodology 根拠/研究方法
6: Supporting evidence II/results and discussion 根拠/結果とディスカッション
7: Introduction 序論
8: Conclusion and abstract 結論と要約
9: Expansion 発展
10: Final touches 仕上げ
11: Presentation プレゼンテーション
12: Revision 書き直し
13: Peer review 学生同士での批評
14: Epilogue おわりに

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
The course will be offered in English and catered to students who have scored over 500 in TOEIC, 4.0 in IELTS, or 450 in
TOEFL (PBT); maximum enrolment of 10 students.
授業は英語で行われ，受講生は，TOEIC500点，IELTS4.0点，または TOEFL（PBT）450点以上の英語能力を持つ事が
望ましい。履修定員を，10人までとする。

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Weekly writing assignments and oral presentations in English.
毎週，ライティングやプレゼンテーションの課題を課す。

教科書（Textbook(s)）
None. 特になし。

参考書（Reference(s)）
A good dictionary and an English grammar book. 良い辞書と英語文法の本。

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
Attendance and participation: 10 (if you miss two classes without appropriate documentation for such absence, your final
evaluation will be lowered by a letter grade). Assignments: 90.
出席と授業への参加度10（2 回欠席の場合，文書による正当な欠席理由がない限り，成績を S なら A へと一段階下
げる）。課題90。

その他（Other）
Students may be required to bring a good dictionary (either an online or printed version), along with their laptop or notebook, in order to conduct writing exercises in the classroom.
授業中にライティングの演習をするために，良い辞書（オンライン可）と，パソコンまたはノートを持参してもらう場合
がある。

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
英文学術論文研究方法論(3）・
（4) (中級)

Subject
Campus

Fundamentals of Writing Academic Papers in English（Intermediate)
Surugadai

Instructor

Semester

中井

Spring/Fall

真木（Maki NAKAI）

特任講師

Credits

2

博士（学術)

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
This course consists of a sequence of exercises in drafting, editing, and peer-reviewing a research paper. As a final project,
the students will write a book review, a review article, a short research paper, or an introduction to a paper in their specialized
areas of study. This is not a lecture course and students' active participation in writing, reviewing, and discussing is essential
to the success of the course.
The objective of the course is for students to strengthen their skills in academic writing and gain confidence in writing
research papers in English.

授業内容（Course Contents）
Week 1: Introduction to intermediate academic writing
Week 2: Conventions of research papers
Week 3: Extended definition essay
Week 4: Extended definition essay 2/Summarizing and paraphrasing
Week 5: Flow of texts
Week 6: Annotated bibliography/Academic styles
Week 7: Academic language/Analysis of models
Week 8: Data commentary/hedging and boosting
Week 9: Data commentary 2/Summarizing and paraphrasing 2
Week 10: Summaries and reviews
Week 11: Reviews
Week 12: Outlining a research paper
Week 13: Effective introduction and conclusion
Week 14: Wrap up
＊The content will be adjusted to the size of the class and the level and needs of the students. The above schedule is subject to
change.
＊While students are welcome to enroll in both spring and fall, the class content may heavily overlap.
＊The class will be conducted in English.

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
＊This course is designed for students at the level of TOEFL 57, IELTS 5.0, or TOEIC 550.
＊The course is limited to 10 students. If more than 10 apply to take it, a selection will be made among those who attend the
first class. If a student wants to take the course but for some unavoidable reason cannot attend the first class, he or she
should contact the instructor beforehand.

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Students will be required to submit an assignment before every class and to review the feedback from the instructor after
class. Submitted assignments will be used as discussion materials and shared with other students.

教科書（Textbook(s)）
Swales, John M. and Christine B. Feak. Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills, Third ed.
University of Michigan Press, 2012.

参考書（Reference(s)）
・Swan, Michael. Practical English Usage. Fourth ed. Oxford University Press, 2016.
・Meyers, Alan. Longman Academic Writing Series 5: Essays to Research Papers. Pearson Education, 2013.
・Wallwork, Adrian. English for Writing Research Papers. Second ed. Springer, 2016.

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
＊Weekly assignments: 40
＊Participation during class: 40
＊Final paper: 20
Evaluation will be based on the student's efforts and improvement during the term.

その他（Other）
Always bring an English-English dictionary and a thesaurus to class. Either paper or electronic is acceptable.

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
英文学術論文研究方法論(5) (中級)

Subject
Campus

Fundamentals of Writing Academic Papers in English（Intermediate)
Surugadai

Instructor

Semester

河

Fall

庚希（Kyung Hee HA）

Credits

特任講師

2

Ph.D.

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
This course builds on the ``Fundamentals of Writing Academic Papers in English (Intermediate),'' and aims to guide students through the process of drafting, writing, editing and peer-reviewing a research paper in the students' specialized areas
of study. The paper length can be decided by consulting with the instructor. In the first half of the semester, the students will
focus on reading and summarizing newspaper and academic articles in order to familiarize themselves with the logistical
structure, appropriate linguistic features, and citation and bibliography conventions. In the second half, students will begin
working on a research paper, develop argumentation, and write several drafts before they submit a final version. Students
will peer-review each other's paper and provide constructive feedback on it. The instructor will also provide support, feedback and evaluation.

授業内容（Course Contents）
The schedule is subject to change. The instructor will inform the students of any possible changes.
Week 1: Introduction on academic English writing
Week 2: Formulating and refining research questions
Week 3: Bibliography-identifying key texts
Week 4: Annotated bibliography
Week 5: Literature review I
Week 6: Literature review II
Week 7: Abstract/research proposal
Week 8: Review and catch up
Week 9: Feedback and editing
Week 10: Citations-deciphering academic journals and avoiding plagiarism
Week 11: Feedback and editing
Week 12: Feedback and editing
Week 13: Student presentation
Week 14: Review and evaluation

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
The class will be limited to 10 students and will be conducted in English. It is designed for students with around TOEIC
600, IELTS 4.5 or TOEFL 80. Students are required to use as much English as possible. Some of the topics may change to
better meet students' needs.

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Weekly assignment will be given.

教科書（Textbook(s)）
None

参考書（Reference(s)）
Murphy, Raymond. English Grammar in Use: A Self Study Reference and Practice Book for Intermediate Students. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
Style guide for MLA, APA and others of student's choice.

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
Participation: 30
Writing Assignments: 40
Final Paper and Presentation: 30

その他（Other）
3 or more absences will result in zero score for attendance and participation. Missing 5 classes will result in a failing/no
pass grade. 2 late arrivals＝1 absence. Leaving early＝1 absence. Auditing students must fulfill all requirements for the
course.
―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
英文学術論文研究方法論(6) (上級)

Subject
Campus

Fundamentals of Writing Academic Papers in English（Advanced)
Surugadai

Instructor

Semester

河

Spring

庚希（Kyung Hee HA）

Credits

特任講師

2

Ph.D.

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
This course builds on the ``Fundamentals of Writing Academic Papers in English (Intermediate),'' and aims to guide students through the process of drafting, writing, editing and peer-reviewing a research paper in the students' specialized areas
of study. The paper length can be decided by consulting with the instructor. In the first half of the semester, the students will
focus on reading and summarizing newspaper and academic articles in order to familiarize themselves with the logistical
structure, appropriate linguistic features, and citation and bibliography conventions. In the second half, students will begin
working on a research paper, develop argumentation, and write several drafts before they submit a final version. Students
will peer-review each other's paper and provide constructive feedback on it. The instructor will also provide support, feedback and evaluation.

授業内容（Course Contents）
The schedule is subject to change. The instructor will inform the students of any possible changes.
Week 1: Introduction on academic English writing
Week 2: Formulating and refining research questions
Week 3: Bibliography-identifying key texts
Week 4: Annotated bibliography
Week 5: Literature review I
Week 6: Literature review II
Week 7: Abstract/research proposal
Week 8: Review and catch up
Week 9: Feedback and editing
Week 10: Citations-deciphering academic journals and avoiding plagiarism
Week 11: Feedback and editing
Week 12: Feedback and editing
Week 13: Student presentation
Week 14: Review and evaluation

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
The class will be limited to 10 students and will be conducted in English. It is designed for students with around TOEIC
800, IELTS 6 or TOEFL 100. Students are required to use as much English as possible. Some of the topics may change to better meet students' needs.

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Weekly assignment will be given.

教科書（Textbook(s)）
None

参考書（Reference(s)）
Murphy, Raymond. English Grammar in Use: A Self Study Reference and Practice Book for Intermediate Students. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
Style guide for MLA, APA and others of student's choice.

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
Participation: 30
Writing Assignments: 40
Final Paper and Presentation: 30

その他（Other）
3 or more absences will result in zero score for attendance and participation. Missing 5 classes will result in a failing/no
pass grade. 2 late arrivals＝1 absence. Leaving early＝1 absence. Auditing students must fulfill all requirements for the
course.
―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
英文学術論文研究方法論(7）・
（8) (初級)

Subject
Campus

Fundamentals of Writing Academic Papers in English（Elementary)
Semester

Ikuta

Instructor

Spring/Fall

Credits

スティーブンス，サイモン A（Simon A. STEVENS）

2

兼任講師

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
This course aims to consolidate academic writing skills covered at undergraduate level and then build on and develop these
skills. We will work through all the stages of planning (brainstorming); structuring (introduction, body & conclusion); and
producing an essay (formatting and citations). Other skills covered include note-taking and proofreading. The course will
also look at different essay types, such as comparison and contrast, problem/solution and research report writing.
この講義はすでに学部レベルのライティングスキルをより強化することを目的としている。計画（ブレーンストーミン
グ），構成（序論，本文及び結論）そして論文作成（書式設定及び引用）の全てに取り組む予定である。その他ノートテイ
キングや構成に関するスキルについても学ぶ。
また，比較対比，問題解決や研究レポート等，様々な論文を取り上げる予定である。

授業内容（Course Contents）
The class schedule will be as follows but may change according to student needs:
講義スケジュールは以下のとおり予定しているが，履修者の希望によって変更する場合もある
Week 1: Introduction to the course（オリエンテーション）
Weeks 2 & 3: The Beginning-brainstorming techniques（冒頭―ブレーンストーミング技法）
Weeks 4 & 5: Paragraphing（unity and cohesion）（パラグラフ練習（統一及び結合））
Week 6: Making an outline（概要の作成）
Week 7: Thesis statements（主旨）
Weeks 8 & 9: Introductions（序論）
Week 10: Conclusions（結論）
Week 11: Supporting evidence（根拠となる証拠）
Week 12: Citations（引用）
Week 13: Writing workshop on problem areas（ライティング演習）
Week 14: Feedback（フィードバック）

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
The class will be limited to 10 students and will be conducted in English.
履修定員を10名とし，授業は英語で実施する。

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Assignments will be given for each session.
各講義において課題を課す予定です。

教科書（Textbook(s)）
Write Ahead by Jane McElroy, Macmillan

参考書（Reference(s)）
Introduction to Academic Writing, Oshima & Hogue, Longman
Please also bring a good dictionary

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
50 class participation; 50 Writing assignments
50参画度，50課題

その他（Other）

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
英文学術論文研究方法論(9) (中級)

Subject
Campus

Fundamentals of Writing Academic Papers in English（Intermediate)
Ikuta

Instructor

Semester

藤川

Fall

真由（Mayu FUJIKAWA）

Credits

特任講師

2

Ph.D.

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
In this course, students are required to write a research paper on the topic of their choice. The process of writing will be
divided into various steps, which facilitates students' learning experiences.
This course is designed to help students develop academic writing skills in English and become acquainted with how to
publish their research findings outside Japan.

授業内容（Course Contents）
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1: Academic honesty and citations
2: Research topic and publishing abroad
3: Thesis statement and outline
4: Critical reading and literature review
5: Methodology
6: Results and discussion
7: Introduction
8: Conclusion and abstract
9: Expansion
10: Final touches
11: Presentation
12: Revision
13: Peer review
14: Epilogue

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
The course will be offered in English and catered to students who have scored over 550 in TOEIC, 5.0 in IELTS, or between 5786 in TOEFL (iBT); maximum enrollment of 10 students.

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Weekly writing assignments and oral presentations in English.

教科書（Textbook(s)）
None.

参考書（Reference(s)）
A good dictionary and an English grammar book.

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
Attendance and participation: 10 (if you miss two classes without appropriate documentation for such absence, your final
evaluation will be lowered by a letter grade). Assignments: 90.

その他（Other）
Students may be required to bring a good dictionary (either an online or printed version), along with their laptop or notebook, in order to conduct writing exercises in the classroom.

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
英文学術論文研究方法論(10) (初級)

Subject
Campus

Fundamentals of Writing Academic Papers in English（Elementary)
Izumi

Instructor

Semester

中井

Credits

Fall

真木（Maki NAKAI）

特任講師

2

博士（学術)

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
本科目では，作文と校正の繰り返しを通して，学術英語の語彙，文法，形式等の知識と技能を向上させます。授業は演習
形式で，すべて英語で行われます。すべての受講者には演習への継続的かつ主体的な参加が求められます。授業内容は受講
生の必要に応じて調整しますので，論文の要旨や序論等，現在取り組んでいるものがある場合には，ぜひ担当教員に相談し
てください。学期末には，期末課題として，学期中に取り組んだ作文の中から 1 つを完成させて提出します。
本科目の到達目標は，今後，英文学術論文を執筆していく拠り所となる基礎技能を獲得し，5 パラグラフ以上の学術的な
英文を仕上げることです。

授業内容（Course Contents）
Week 1: Introduction: Structure of academic essays (Paragraph writing and topic sentences）
Week 2: Writing clear sentences and different types of transitions
Week 3: Extended definition
Week 4: Extended definition 2
Week 5: Flow of text
Week 6: Annotated bibliography/Academic styles
Week 7: Summary and plagiarism
Week 8: Summary 2
Week 9: Controlling the strength of claims
Week 10: Writing critique
Week 11: Review essay
Week 12: Review essay 2
Week 13: Writing an abstract
Week 14: Wrap up
＊講義内容は受講者の数や関心，レベルに合わせて調整します。そのため，上記の日程は変更する可能性があります。特
に，英語の論文・要旨の執筆指導の希望がある場合には，それらを優先します。

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
＊想定する受講者の英語レベルはおおよそ次の通りです。TOEFL 50，IELTS 4.0，TOEIC 500
＊受講者数を10人に制限します。受講希望者が10人を超える場合，初回の授業で選抜を行います。初回授業を欠席する特
段の理由がある場合には，事前に担当教員に連絡を取ってください。

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
毎回の講義前に課題を提出します。講義後には，講義の内容を復習し，課題へのコメントを見直します。提出課題の内容
は，講義中に討論の題材として用いることがあります。

教科書（Textbook(s)）
Swales, John M. and Christine B. Feak. Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills, Third ed.
University of Michigan Press, 2012.

参考書（Reference(s)）
・Swan, Michael. Practical English Usage. Fourth ed. Oxford University Press, 2016.
・Meyers, Alan. Longman Academic Writing Series 5: Essays to Research Papers. Pearson Education, 2013.
・Wallwork, Adrian. English for Writing Research Papers. Second ed. Springer, 2016.

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
＊毎週の課題40
＊講義への参加態度40
＊最終課題20
評価は，学生の取り組み方および講義期間中の成長に対して行います。

その他（Other）
英英辞典と英語類語辞典を毎回持参してください。紙媒体でも電子書籍でもかまいません。

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
英文学術論文研究方法論(11) (初級)

Subject
Campus

Fundamentals of Writing Academic Papers in English（Elementary)
Nakano

Instructor

Semester

中井

Credits

Spring

真木（Maki NAKAI）

特任講師

2

博士（学術)

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
本科目では，作文と校正の繰り返しを通して，学術英語の語彙，文法，形式等の知識と技能を向上させます。授業は演習
形式で，すべて英語で行われます。すべての受講者には演習への継続的かつ主体的な参加が求められます。授業内容は受講
生の必要に応じて調整しますので，論文の要旨や序論等，現在取り組んでいるものがある場合には，担当教員に相談してく
ださい（ただし，受講者数や原稿の量等によっては，限定的な指導になります）。学期末には，期末課題として，学期中に
取り組んだ作文の中から 1 つを完成させて提出します。
本科目の到達目標は，今後，英文学術論文を執筆していく拠り所となる基礎技能を獲得し，5 パラグラフ以上の学術的な
英文を仕上げることです。

授業内容（Course Contents）
Week 1: Introduction: Structure of academic essays (Paragraph writing and topic sentences）
Week 2: Writing clear sentences and different types of transitions
Week 3: Writing definitions
Week 4: Flow of text
Week 5: Writing about methodology
Week 6: Writing about methodology 2
Week 7: Data commentary
Week 8: Data commentary 2
Week 9: Writing about results
Week 10: Writing about results 2
Week 11: Writing an introduction
Week 12: Writing an introduction 2
Week 13: Writing an abstract
Week 14: Writing an abstract 2
＊講義内容は受講者の数や関心，レベルに合わせて調整します。そのため，上記の日程は変更する可能性があります。特
に，英語の論文・要旨の執筆指導の希望がある場合には，それらを優先します。

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
＊想定する受講者の英語レベルはおおよそ次の通りです。TOEFL 50，IELTS 4.0，TOEIC 500
＊受講者数を10人に制限します。受講希望者が10人を超える場合，初回の授業で選抜を行います。初回授業を欠席する特
段の理由がある場合には，事前に担当教員に連絡を取ってください。

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
毎回の講義前に課題を提出します。講義後には，講義の内容を復習し，課題へのコメントを見直します。提出課題の内容
は，講義中に討論の題材として用いることがあります。

教科書（Textbook(s)）
理工系の専攻の場合
・Glasman-Deal, Hilary. Science Research Writing for Non-Native Speakers of English. Imperial College Press, 2010.（もしく
は訳書の，ヒラリー・グラスマンディール『理系研究者のためのアカデミックライティング』甲斐基文，小島正樹訳，
東京図書，2011）
社会科学系・人文系の専攻の場合
・Swales, John M. and Christine B. Feak. Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills, Third ed.
University of Michigan Press, 2012.

参考書（Reference(s)）
・Wallwork, Adrian. English for Writing Research Papers. Second ed. Springer, 2016.
・Swan, Michael. Practical English Usage. Fourth ed. Oxford University Press, 2016.

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
＊毎週の課題40
＊講義への参加態度40
＊最終課題20
評価は，学生の取り組み方および講義期間中の成長に対して行います。

その他（Other）
英英辞典と英語類語辞典を毎回持参してください。紙媒体でも電子書籍でもかまいません。
―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
英文学術論文研究方法論(12) (初級)

Subject
Campus

Fundamentals of Writing Academic Papers in English（Elementary)
Nakano

Instructor

Semester

藤川

Spring

真由（Mayu FUJIKAWA）

Credits

特任講師

2

Ph.D.

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
In this course, students are required to write a research paper on the topic of their choice. The process of writing will be
divided into various steps, which facilitates students' learning experiences.
This course is designed to help students develop academic writing skills in English and become acquainted with how to
publish their research findings outside Japan.
この授業において，学生は自分が選んだテーマに従ってリサーチ・ペーパーを執筆する。執筆の課程を手際よく学習出来
るように，幾つかの段階に分ける。
授業の目的は，英文アカデミック・ライティングの技能と，海外における研究結果の出版方法を学ぶことである。

授業内容（Course Contents）
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1: Academic honesty and citations アカデミック・オネスティと文献の引用方法
2: Research topic and publishing abroad 研究課題と海外での出版
3: Thesis statement and outline 主旨とアウトライン
4: Critical reading and literature review 批判的な読解と先行研究のまとめ
5: Supporting evidence I/methodology 根拠/研究方法
6: Supporting evidence II/results and discussion 根拠/結果とディスカッション
7: Introduction 序論
8: Conclusion and abstract 結論と要約
9: Expansion 発展
10: Final touches 仕上げ
11: Presentation プレゼンテーション
12: Revision 書き直し
13: Peer review 学生同士での批評
14: Epilogue おわりに

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
The course will be offered in English and catered to students who have scored over 500 in TOEIC, 4.0 in IELTS, or 450 in
TOEFL (PBT); maximum enrolment of 10 students.
授業は英語で行われ，受講生は，TOEIC500点，IELTS4.0点，または TOEFL（PBT）450点以上の英語能力を持つ事が
望ましい。履修定員を，10人までとする。

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Weekly writing assignments and oral presentations in English.
毎週，ライティングやプレゼンテーションの課題を課す。

教科書（Textbook(s)）
None. 特になし。

参考書（Reference(s)）
A good dictionary and an English grammar book. 良い辞書と英語文法の本。

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
Attendance and participation: 10 (if you miss two classes without appropriate documentation for such absence, your final
evaluation will be lowered by a letter grade). Assignments: 90.
出席と授業への参加度10（2 回欠席の場合，文書による正当な欠席理由がない限り，成績を S なら A へと一段階下
げる）。課題90。

その他（Other）
Students may be required to bring a good dictionary (either an online or printed version), along with their laptop or notebook, in order to conduct writing exercises in the classroom.
授業中にライティングの演習をするために，良い辞書（オンライン可）と，パソコンまたはノートを持参してもらう場合
がある。
―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
英文学術論文研究方法論(13) (初級)

Subject
Campus

Fundamentals of Writing Academic Papers in English（Elementary)
Nakano

Instructor

Semester

河

Fall

庚希（Kyung Hee HA）

Credits

特任講師

2

Ph.D.

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
In this course, students will develop skill in logically organizing their writing across a range of different academic essays
through a guided process of drafting and editing to improve grammar and accuracy. Students will work on several drafts before submitting a final paper.
本講義では学術論文を執筆するための基礎知識・スキルの向上を目的とする。ライティングの立案，編集を重ね，最終的
に期末ペーパーを提出する。

授業内容（Course Contents）
The schedule is subject to change. The instructor will inform the students of any possible changes.
内容は変わることがある。
Week 1: Introduction on academic English writing オリエンテーション
Week 2: Writing compare/contrast essays 比較エッセイ
Writing professional e-mails E メールの書き方
Week 3: Writing argumentative essays 自分の意見を書き，まとめる
Week 4: Brainstorming & formulating research questions リサーチ・クエスチョンの設定
Week 5: Bibliography-identifying key texts キー・テキストの選定
Week 6: Literature Review for Abstract 先行研究のまとめ
Week 7: Literature Review for Abstract 先行研究のまとめ
Week 8: Review and catch up
Week 9: Abstract/research proposal
Week 10: Citations: avoiding plagiarism 正しい引用方法
Week 11: Writing, feedback and editing I 執筆・編集・レビュー
Week 12: Writing, feedback and editing II 執筆・編集・レビュー
Week 13: Writing, feedback and editing III 執筆・編集・レビュー
Week 14: Final presentation プレゼンテーション

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
The class will be limited to 10 students and will be conducted in English. It is designed for students with around TOEIC
500, IELTS 4.0 or TOEFL 60. Students are required to use as much English as possible. Some of the topics may change to
better meet students' needs.

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Weekly assignment will be given.
毎週課題が出ます。

教科書（Textbook(s)）
None

参考書（Reference(s)）
Murphy, Raymond. English Grammar in Use: A Self Study Reference and Practice Book for Intermediate Students. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
Style guide for MLA, APA and others of student's choice.

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
Participation: 30
Writing Assignments: 40
Final Paper and Presentation: 30

その他（Other）
3 or more absences will result in zero score for attendance and participation. Missing 5 classes will result in a failing/no
pass grade. 2 late arrivals＝1 absence. Leaving early＝1 absence. Auditing students must fulfill all requirements for the
course.
欠席 3 回で，Attendance & Participation ポイントがゼロになり，5 回以上で落第となります。遅刻 2 回＝欠席 1 回，早
退＝欠席 1 回。聴講生も，受講生と同じように出席，課題に取り組んでください。
―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
英文学術論文研究方法論(14) (中級)

Subject
Campus

Fundamentals of Writing Academic Papers in English（Intermediate)
Nakano

Instructor

Semester

藤川

Fall

真由（Mayu FUJIKAWA）

Credits

特任講師

2

Ph.D.

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
In this course, students are required to write a research paper on the topic of their choice. The process of writing will be
divided into various steps, which facilitates students' learning experiences.
This course is designed to help students develop academic writing skills in English and become acquainted with how to
publish their research findings outside Japan.

授業内容（Course Contents）
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1: Academic honesty and citations
2: Research topic and publishing abroad
3: Thesis statement and outline
4: Critical reading and literature review
5: Supporting evidence I/methodology
6: Supporting evidence II/results and discussion
7: Introduction
8: Conclusion and abstract
9: Expansion
10: Final touches
11: Presentation
12: Revision
13: Peer review
14: Epilogue

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
The course will be offered in English and catered to students who have scored over 550 in TOEIC, 5.0 in IELTS, or between 5786 in TOEFL (iBT); maximum enrollment of 10 students.

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Weekly writing assignments and oral presentations in English.

教科書（Textbook(s)）
None.

参考書（Reference(s)）
A good dictionary and an English grammar book.

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
Attendance and participation: 10 (if you miss two classes without appropriate documentation for such absence, your final
evaluation will be lowered by a letter grade). Assignments: 90.

その他（Other）
Students may be required to bring a good dictionary (either an online or printed version), along with their laptop or notebook, in order to conduct writing exercises in the classroom.

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
国際系総合研究 A

Subject
Campus

Japanese Project based Management control system
Semester

Surugadai

Instructor

鈴木

Credits

Spring

研一（Kenichi SUZUKI）

専任教授

2

博士（経済学)

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
≪授業概要 Course Summary≫
Japanese companies have been exposed to market uncertainties in strategy implementation, and have to continually review
strategies and execution plans. On the premise of such a situation, traditional management control systems are being pressed
for revision. In discussing the revision, there is a high possibility of referring to project management. In project management,
it is assumed that a continuous review of the execution plan is assumed. We will examine in particular how companies from
Japan use the management control system to manage the enterprise and to try to solve the problem, and what kind of management is required in the future.
Based on the above problem consciousness, we will pay attention to project management. The scope of adaptation of
project management is large. It has been used in a wide range of fields including new product development, engineering, IT/
information system construction, international cooperation business, management reform, social infrastructure development,
and so on.
This class is conducted on the premise of basic knowledge and understanding on traditional management control system
and project management. It is mandatory that participants have a learning experience at the undergraduate level.
Practitioners lead this theme, therefore, Masanobu Nakamura, who is now Professor of Kagawa University and has 15
years career as management consultant, organized this class with Pro. Suzuki. The items of Project Management resemble
those of management control system. This class is beneficial to understand management control in a deeper way.
≪到達目標 Objectives≫
Participants become able to compare the difference between traditional management control and management control for
Project Management by using the specific cases.

授業内容（Course Contents）
Lecturer
Week 1 Course Guidance ・・・・・・・・・・・・・・・Kenichi Suzuki (School of Business Administration, Professor）
Week 2 Overview of Project Management ・・・・・・・・Masanobu Nakamura (Kagawa University, Graduate School of Management, Professor）
Week 3 Project Management methodology 1 ・・・・・・・Masanobu Nakamura (Kagawa University, Graduate School of Management, Professor）
Week 4 Project Management methodology 2 ・・・・・・・Masanobu Nakamura (Kagawa University, Graduate School of Management, Professor）
Week 5 Qualitative analysis for project management 1 ・・Kazuhiko Itaya (Kagawa University, Graduate School of Management, Professor）
Week 6 Qualitative analysis for project management 2 ・・Kazuhiko Itaya (Kagawa University, Graduate School of Management, Professor）
Week 7 Japanese project management 1 ・・・・・・・・・Masanobu Nakamura (Kagawa University, Graduate School of Management, Professor）
Week 8 Japanese project management 2 ・・・・・・・・・Masanobu Nakamura (Kagawa University, Graduate School of Management, Professor）
Week 9 Japanese project management 3 ・・・・・・・・・Masanobu Nakamura (Kagawa University, Graduate School of Management, Professor）
Week 10 Agile project management 1 ・・・・・・・・・・Masanobu Nakamura (Kagawa University, Graduate School of Management, Professor）
Week 11 Agile project management 2 ・・・・・・・・・・Masanobu Nakamura (Kagawa University, Graduate School of Management, Professor）
Week 12 Agile project management case 1 ・・・・・・・・Masanobu Nakamura (Kagawa University, Graduate School of Management, Professor）
Week 13 Agile project management case 2 ・・・・・・・・Masanobu Nakamura (Kagawa University, Graduate School of Management, Professor）
Week 14 Wrap-up ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Kenichi Suzuki (School of Business Administration, Professor）

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
This class is conducted by comparison with a traditional management control, therefore basic knowledge of management control is mandatory.
Basis knowledge of Project Management at the undergraduate level is mandatory.

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
4 research papers are treated. As preparation works, participants have to read those papers.
For preparation works, below text books are indispensable. By using text books, designated research papers have to be read.

教科書（Textbook(s)）
Project Management Institute, Inc. (2017), A Guide to the Project Management Body of Knowledge 6th edition, Project Management Institute,
Inc.
Project Management Institute, Inc. & Agile Alliance (2017), Agile Practice Guide, Project Management Institute, Inc.

参考書（Reference(s)）
N/A

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
Participation in the class including Discussion/Presentation

その他（Other）
N/A

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511E
国際系総合研究 D

Subject
Campus

Art History（西洋美術史)
Surugadai

Instructor

山口

Semester

Fall

不二夫（Fujio YAMAGUCHI）

Credits

専任教授

2

博士（経済学)

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
This class will study fine art from ancient Greek to the beginning of the 20th century. It is quite ambitious, but will bring a
fruitful and meaningful outcome in studying not only paintings, but also architecture and sculptures. Students will thereby
deepen their understanding of the techniques of the works and materials
≪到達目標 Objectives≫
Our goal is to know how these fine arts synchronized with politics, social movements, religious systems, science, and technology in their time. As a result, students will reach the following three objectives: 1. Broaden education as an international
person. 2. Learn what innovation has done to the development of fine arts. 3. Provide idea sources for marketing and advertising.
Each class will start with a PowerPoint, followed by a video of around 20 minutes long. We will reflect on why royal families, aristocrats, and other wealthy people collected fine art in European art history. When viewing paintings, it is easy to understand what they capture, but knowing why they were painted is essential, for paintings tell the condition of a society and
thoughts from its time. For example, popes ordered Michelangelo to paint the story of Genesis and the Last Judgement in the
Sistine Chapel to enhance Catholic authority; as such, Michelangelo's masterpieces grasped the hearts of the people and
played a role in social integration policy. We will then consider how to take advantage of the attractiveness of art today.
芸術は自然とともにビジネスや学問の創造性の源泉です。本講義では西洋美術の歴史を，社会や政治で果たした役割，
各時代の技術との関わりを考慮しながら，学びます。7 回×2 コマと回数が限られているので今年度はギリシア美術から
印象派までを扱います。最初の 20 分程度英語のビデオを鑑賞し，そのあとでその時代の状況，芸術家の生涯，彫刻と絵
画，建築の解説を行います。ビジネスや交渉のあとのパーティーで英語で西洋美術について語り合えることを目標にしてい
ます。
オンラインになった場合も基本的に変化はありません。コーター制で 2 時限を利用して，オンラインで 7 回（2 時限×7
回）行います。オンライン(Zoom）のアカウントは近づきましたら，お知らせいたします。成績評価はレポートか課題のオ
ンライン提出となります。

授業内容（Course Contents）
Lecturer
Introduction: H.G. Janson's History of Art for Young People and E.H. Gombrich's The Story of Art, and reference literature/Scoring method overview and
questionnaire・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Fujio YAMAGUCHI*1 & Mika OGASAWARA*2
Week 1.2. Greek Art ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Mika OGASAWARA & Fujio YAMAGUCHI
Week 2.1. Roman Art and Christian Art ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Mika OGASAWARA & Fujio YAMAGUCHI
Week 2.2. Romanesque and Gothic Art/Discussion over lessons 2, 3, 4 and a game. ・・・Mika OGASAWARA & Fujio YAMAGUCHI
Week 3.1. Early Renaissance Art ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Mika OGASAWARA & Fujio YAMAGUCHI
Week 3.2. High Renaissance Art ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Mika OGASAWARA & Fujio YAMAGUCHI
Week 4.1. Renaissance in the North ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Mika OGASAWARA & Fujio YAMAGUCHI
Week 4.2. Baroque Art in Italy and Spain/Discussion over lessons 5, 6, 7, 8 and a game. ・・・Mika OGASAWARA & Fujio YAMAGUCHI
Week 5.1. Baroque Art in Flanders and Holland ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Mika OGASAWARA & Fujio YAMAGUCHI
Week 5.2. Neoclassicism and the Romantic Movement・・・・・・・・・・・・・・・・・Mika OGASAWARA & Fujio YAMAGUCHI
Week 6.1. Realism and Impressionism ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Mika OGASAWARA & Fujio YAMAGUCHI
Week 6.2. Discussion over lessons 9, 10, 11 and a game ・・・・・・・・・・・・・・・・Mika OGASAWARA & Fujio YAMAGUCHI
Week 7.1 and 7.2. Examination and its Review ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Mika OGASAWARA & Fujio YAMAGUCHI
＊1. Fujio YAMAGUCHI・・・Graduate School of Global Business, Professor
＊2. Mika OGASAWARA・・・The Institute of Politics and Economy (Seiji Keizai Kenkyujyo), Researcher

Week 1.1

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
Students who have an interest in fine arts and wish to broaden their knowledge of the subject

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Learning technical art terms and techniques allows proper understanding of art history; therefore, a glossary will be handed out in the first lesson, with more
terms provided on worksheets thereafter. Chronological tables of European history and maps will be submitted four times throughout the class, which should be
looked over before class along with the glossary. Reviewing the videos aired in class will also enhance understanding.
基本用語集や歴史地図は授業で配布します。

教科書（Textbook(s)）
You need not to purchase the textbooks.

参考書（Reference(s)）
Janson, H.W., and Anthony F. Janson. History of Art for Young People. New York, 1992.
Gombrich, E.H. The Story of Art. New York, 1972.
Smith Piece, James. From Abacus to Zeus: A Handbook of Art History. New Jersey, 1977.
上記の三冊は邦訳もあり有名な本なので比較的容易に入手できます。

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
Class participation will be evaluated (40) through each lesson with a small question, to be answered in 10～15 minutes. You can also write some questions on
the sheet. In lesson 14, there will be an examination (60). You submit a research report when you can not take the examination

その他（Other）
美術はビジネスやあらゆる学問において創造性の源泉です。本講義は英語で行いますが資料をお手元に配布し，豊富なスライドや動画（BCC 放送番組やア
メリカの放送大学のプログラム）を用いますので，初歩の英語がわかれば非常に興味深く授業を受けることができます。またその場でわからなくとも，配布
したパワーポイント資料で復習することができます。時にはクラスディスカッションや特製美術史カードゲームも交え，留学生や多文化の交流の場も目指し
ています。

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511J
科

目

学際系総合研究 A

名

東アジア近代法学・関連諸科学ネットワークと人材育成

講座タイトル
キャンパス

Surugadai

コーディネーター

秋学期

開講期
村上

一博

専任教授

単

位

2

博士（法学)

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
本講座では，中国・韓国・台湾・東南アジアから日本に渡った留学生を媒体とする日本と東アジア・東南アジア諸地域と
の学的系譜，人的基盤を明らかにすることにより，19世紀末から20世紀前半の東アジア・東南アジアの近代化過程に与え
た日本の影響の全貌解明をめざす。
戦前の東アジアでは，近代的な法学教育システムをいち早く導入していた日本を中心に，ヨーロッパの法学・諸科学の文
献の翻訳・摂取が行われ，その結果東アジア学知圏ともいうべき世界が形成されていた。そこでは，人文・社会科学などさ
まざまな学術用語が日本語，中国語，韓国語に取り入れられた。このことが，人材育成にいかなる影響を与え，戦前・戦後
における各地域の国家・社会の建設と経済の発展などにどのように関わったのか講義する。
本講座では，アジア各地から日本に留学した学生たちが，日本でいかなる知識・技術を身につけ，いかなる人的関係を築
いたのか，留学経験や学的系譜が，国家・社会の建設，経済の発展にどのように活かされたのか，あるいは負の遺産となっ
たのか検討する。

授業内容（Course Contents）
授業計画
第回 （4/8） 戦前期アジア留学生の変遷
第回 （4/15）留学経験とは何か
第回 （4/22）民国期の政治家・ジャーナリストと留学経験
第回 （4/29）韓国・朝鮮の教育界と日本留学
第回 （5/6） 統計からみるアジア留学生
第回 （5/13）戦前期朝鮮・台湾人留学生が語る留学経験
第回 （5/20）近代台湾の新世代法律青年・政治青年と日本留学
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回

（5/27）台湾政財界人の留日体験
（6/3） 明治大学と韓国人留学生―その始まりから
（6/19）明治大学出身韓国人留学生の足跡
（6/17）中国文学者の留日体験
（6/24）中華人民共和国の対日外交と留日学生
（7/1） 弁護士資格を取得した台湾人留学生たち
（7/8） まとめ

担当講師
村上一博（法学部専任教授）
土屋光芳（政治経済学部専任教授）
土屋光芳
山下達也（文学部専任准教授）
高田幸男（文学部専任教授）
高田幸男
紀旭峰（早稲田大学地域・
地域間研究機構主任研究員）
江旭本（長栄大学応用日本語学部准教授）
李英美（商学部専任教授）
李英美
鈴木将久（東京大学大学院人文社会系研究科教授）
荒川雪（東洋大学社会学部教授）
村上一博
村上一博

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
毎回，最後の20分ほどを質疑応答の時間とする。少人数授業なので，質問や意見があれば積極的に発言してほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
事前に教科書や東アジア近現代史に関する概説書を読んでおくこと。

教科書（Textbook(s)）
講義全体に関わる教科書は高田幸男編著『戦前期アジア留学生と明治大学』明治大学人文科学研究所叢書，2019年，東
方書店。その他随時資料を配付する。

参考書（Reference(s)）
関連の深いものとして，以下のものがある。
『明治大学の歴史』明治大学史資料センター，2017年，DTP 出版
『明治大学小史―人物編』明治大学史資料センター，2011年，学文社
『近現代中国人日本留学生の諸相「管理」と「交流」を中心に』大里浩秋，孫安石編著，2015年，御茶の水書房など。

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
授業への参加度70，総括レポート30

その他（Other）

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511J
科

目

学際系総合研究 B

名

会計検査から見た事業の評価

講座タイトル
キャンパス

駿河台

春学期

開講期

コーディネーター

長岡

尚志

単

位

2

客員教授

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
≪授業概要≫
従来，わが国の行政においては，予算の獲得等に重点が置かれがちであったが，2000年頃から，政策の効果等に基づき
政策を積極的に見直すといった評価機能の重要性が広く認識されるようになり，政府においても政策評価，行政評価機能が
強化されるなどしてきた。さらに，近年は政策の有効性を高め，国民の行政への信頼確保に資することを目的とした
「EBPM（エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案）」についての議論も活発に行われてい
る。一方，会計検査院は国等に対する長年の検査活動を通じ，幅広い政策分野における事業の評価についてのノウハウ等を
蓄積している。
そこで，会計検査制度，会計検査活動を概観した上で，具体的な検査結果を題材として，事業を評価する際の観点，手
法，陥りやすい誤謬，今後の課題などについて，実務的な経験も交えて，多角的に考察する。基本的には行政活動に対する
評価の考察が中心となるが，民間セクターの活動も含めた「評価」への応用の可能性についても考察したい。
≪到達目標≫
事務，事業を「評価」する際に留意すべき観点，着眼点等の基礎的なポイントを理解，習得することを目標とする。

授業内容（Course Contents）
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回

イントロダクション ― 会計検査の基本的役割
検査の目的，観点
検査の対象，方法
検査結果の処理，検査報告
会計検査制度について（中間まとめ）
事例研究（1）
事例研究（2）
事例研究（3）
事例研究（4）
事例研究（5）
事例研究（6）
事例研究（7）
事例研究（8）
各受講者によるレポートの報告及び議論。まとめ

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
強いて言えば，行政学，評価論，公監査論といった分野になるかと思われるが，基本的に実務からみた議論を行うことと
なるので，これら分野に関する専門知識の有無は問わない。むしろ，多様な視点からの議論こそが「評価」を考察する上で
は不可欠であると考えるので，この分野に初めて触れる受講者も歓迎する。

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
事前に配付した事例については，授業までに一読しておくこと。また，日頃より新聞等により社会情勢等について関心を
持っていてほしい。レポートの課題もそれを前提としたものを予定している。

教科書（Textbook(s)）
指定しない。

参考書（Reference(s)）
『決算検査報告』会計検査院 http://report.jbaudit.go.jp/
『会計検査制度 会計検査院の役割と仕組み』会計検査制度研究会編（中央経済社）

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
レポートの内容（40），授業における質疑・コメント等の内容（60）による。

その他（Other）
受講者の関心に沿った授業を進めるためにも，積極的な質問・コメントを期待する。

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511J
科

目

学際系総合研究 C

名

産業関連表とその活用

講座タイトル
キャンパス

駿河台

秋学期

開講期

コーディネーター

八木

尚志

単

位

2

専任教授

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
《授業の概要》
本講座は，地域経済に関する講義を行います。新型コロナ禍の影響により，都道府県間の移動の自粛が求められ，各地域
の経済活動の把握の必要性は広く知られるところとなりました。地域経済の動向はマクロ経済指標では捉えることができ
ず，日本経済に関する指標は全国の平均を表すものであり，それに対して東京都の産業構造の変化は速く地方の県や市町村
の経済は変化が緩やかであったりします。新型コロナウイルスの影響ばかりではなく，集中豪雨や台風の影響，震災の影響
などは，サプライチェーンの分断を引き起こします。人口の大都市への集中により，都市と地方の経済の格差も拡大し，労
働環境にも相違があります。日本経済を構成する各地域の特性とその分析手法をこの講義で取り上げます。
本講義では，地域経済の問題や分析手法を14回のオムニバス形式で講義を行います。取り上げるテーマは，都道府県間
の経済構造分析（中部圏経済），都道府県の経済（東京都，神奈川県，静岡県の経済など），市町村の経済，あるいは震災，
災害などの地域経済の問題をよく表している内容を取り上げます。また手法については地域経済分析のモデルの紹介とその
適用方法について解説します。
《到達目標》
本稿で取り上げられるデータを理解することができ，講義で説明される分析手法やモデルや指標にデータを適用した分析
のテクニークを習得すること。

授業内容（Course Contents）
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回

地域経済分析への入門
県民経済計算の読み方
地域の産業構造分析
地域経済のサプライチェーンとヴァリューチェーン
東南アジアの経済とデジタルビジネス
東南アジアの経済とデジタルビジネス
地域経済分析
地域経済分析
地域の中小企業が地域経済に与える影響
鉄道，高速道路の地域経済への影響分析
静岡県と愛知県の移入構造比較
地域経済と農業の経済分析
震災・復興の地域経済分析
地方分散度の分析

八木尚志（明治大学専任教授）
菅幹雄（法政大学教授）
高瀬浩二（静岡大学教授）
八木尚志（明治大学専任教授）
仁平耕一（敬愛大学名誉教授）
仁平耕一（敬愛大学名誉教授）
下田充（日本アプライドリサーチ研究所主任研究員）
下田充（日本アプライドリサーチ研究所主任研究員）
居城琢（横浜国立大学教授）
居城琢（横浜国立大学教授）
高瀬浩二（静岡大学教授）
齋藤勝宏（東京大学教授）
米本清（高崎経済大学准教授）
米本清（高崎経済大学准教授）

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
複数の講師で担当する講義科目ですので，出席を重視します。各担当教員ごとに演習や課題があります。事前学習につい
ては各担当教員の初回の授業で指示します。レポートを授業の最終回までに提出していただきます。

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
特定の教科書は使用しません。毎回講義資料を配布します。

教科書（Textbook(s)）
特に指定しません。

参考書（Reference(s)）
土居英二，浅利一郎，中野親徳（編著）『はじめよう 地域産業連関分析（改訂版）［基礎編］Excel で初歩から実践まで』
日本評論社
土居英二，浅利一郎，中野親徳（編著）『はじめよう 地域産業連関分析 改訂版 事例分析編』日本評論社
『産業連関』J－stagehttps://www.jstage.jst.go.jp/browse/papaios/－char/ja/
など。

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
授業での演習等80。産業連関分析に関するレポート20。

その他（Other）
政策評価・地域分析などに適用される析手法を学びます。この講義を通じて，地域経済への理解を深め，実際にどのよう
なことに応用され役立っているかについて理解を深めてください。

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511J
科

目

学際系総合研究 D

名

生物多様性―新たな規範を求めて―

講座タイトル
キャンパス

生田

春学期

単

専任教授

博士（農学)

開講期

コーディネーター

倉本

宣

位

2

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
≪授業概要≫生物多様性は 1992 年のリオデジャネイロサミットによって，同時に条約の作られた地球温暖化問題と比べ
て，概念がわかりにくく，普及が遅れている。そこで，生物多様性概念についてのブレークスルーを目指して，文理融合型
の 6 名の講師からなる講座を開催する。
≪到達目標≫授業の終了時に，自分の専門とする学問との関係を含めて，自分なりの生物多様性に対する認識を身に着ける
ことと，さまざまな人と生きものに対する興味と畏敬の念を持つことを到達目標とする。

授業内容（Course Contents）
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回
第回

生物多様性とは
あなたにとっての生物多様性（ワークショップ）
水田を中心とした里山の生物多様性
宍塚の自然と歴史の会における地域の生物多様性活動
生物多様性を基盤とした狩猟採集活動
山と人と動物とフィールドワーク
送粉昆虫を介した植物の花形態の進化
カタバミから見える生物多様性
生物多様性と生態系サービス
地球温暖化と生物多様性を結び付ける炭素循環
市民科学による生物多様性調査
地域博物館の資料から生物多様性を考える
わたしにとっての生物多様性（ワークショップ）
まとめ

倉本 宣（農学部専任教授）
倉本 宣（農学部専任教授）
森本信生（宍塚の自然と歴史の会）
森本信生（宍塚の自然と歴史の会）
田口洋美（東北芸術工科大学教授）
田口洋美（東北芸術工科大学教授）
堂囿いくみ（東京学芸大学准教授）
堂囿いくみ（東京学芸大学准教授）
矢崎友嗣（農学部専任講師）
矢崎友嗣（農学部専任講師）
秋山幸也（相模原市博物館学芸員）
秋山幸也（相模原市博物館学芸員）
倉本 宣（農学部専任教授）
倉本 宣（農学部専任教授）

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
田口先生の授業は zoom を使用する。ワークショップ（第 2 回と第13回）は，評価とかかわるので必ず出席してほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
それぞれの専門分野に関わる，さまざまな人と生きものに対する興味を深めておいてほしい。

教科書（Textbook(s)）
特に定めない。

参考書（Reference(s)）
第回日本の科学者2018年 4 月号（特集 水田が支える生物多様性とその保全）53巻 4 号（事前配布）
第回五斗蒔だより（宍塚の自然と歴史の会会報）（事前配布）
第回田口洋美『越後三面山人記マタギの自然観に習う』ヤマケイ文庫（山と渓谷社）
第回田口洋美『クマ問題を考える野生動物生息域拡大期のリテラシー』ヤマケイ新書（山と渓谷社）
第回『神奈川県植物誌2018』ネット上で閲覧可能
『神奈川県鳥類目録』事前に閲覧できるようにコーディネーターが準備する。

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
2 回のワークショップの評価の伸びと，到達点をレポートによって評価する。

その他（Other）
自分の立場を明確に意識しながら，専門外の分野にも主体的にかかわってほしい。

―  ―

科目ナンバー（OP）IND611J
科

目

融合共創プロジェクト

名

キャンパス

(Interdisciplinary co-creation project)
駿河台

コーディネーター

開講期
萩原

健太（Kenta

秋学期集中
HAGIWARA）

単
特任講師

位

2

博士（工学)

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
本講義の到達目標は，異なる研究科間の大学院生の研究交流を通して「異分野融合のための足掛かり」を構築することで
ある。この講義は，2 泊 3 日のキャンプ形式を取り入れており，それに参加することが必須である（Week 3 から14までの
12回分）。講義概要は，まず教員から融合プロジェクトの実際について紹介する。その後，各受講者による自分の研究内容
についてプレゼンテーションを行ない，他者に伝えるための「専門キーワード」を理解する。聴衆には研究科の異なる学生
がいることに配慮し，専門用語の定義を含んだ基礎的な内容から説明する。ついで，グルーピングを行ない，融合共創プロ
ジェクトチームをつくり，グループワークにより各自の専門を融合することにより，どのような社会貢献（災害や食糧問
題，気候変動などに対する対策）ができるのかを議論する。例えば，SDGs のどの領域に貢献し，その具体像を提示しても
よい。最後に，グループワークの結果をプレゼンテーションする。
なお，キャンプ形式での演習が不可と判断された場合，研究発表会や学生同士のグループワークをオンライン上で行うこ
とで，当初の教育目標の達成を図ることとする。

授業内容（Course Contents）
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

担当講師

1: イントロダクションおよび融合研究の事例紹介（1）
2: 融合研究の事例紹介（2）
3: 参加学生による研究紹介・自己紹介（1）
4: 参加学生による研究紹介・自己紹介（2）
5: 参加学生による研究紹介・自己紹介（3）
6: 専門キーワードの理解とグルーピング（1）
7: 専門キーワードの理解とグルーピング（2）
8: 専門キーワードの理解とグルーピング（3）
9: 融合研究のリサーチプロポーザルに向けた議論とプレゼン作成（1）
10: 融合研究のリサーチプロポーザルに向けた議論とプレゼン作成（2）
11: 融合研究のリサーチプロポーザルに向けた議論とプレゼン作成（3）
12: 最終プレゼンテーション(1）
13: 最終プレゼンテーション(2）
14: 最終プレゼンテーション(3）および教員からのフィードバック

萩原健太（理工学研究科特任講師)
相澤守（理工学部専任教授)
矢崎成俊（理工学部専任教授)
紀藤圭治（農学部専任准教授)
山本英司（農学研究科特任講師)
小川知之（総合数理学部専任教授)
末松信彦（総合数理学部専任准教授)
山本誉士（研究・知財戦略機構特任准教授)
白石允梓（研究・知財戦略機構特任准教授)
(全回を全員で担当)

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
Week 1 にて詳細を説明する。合宿を含む集中講義であるため，それに参加することが必須である。プレゼンに必要なソ
フトをインストール済みのノート PC を持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
Week 1 にて説明する。

教科書（Textbook(s)）
特になし

参考書（Reference(s)）
日能研教務部，「SDGs 国連 世界の未来を変えるための17の目標2030年までのゴール」，みくに出版，2017日本ユニセ
フ協会，「知っていますか SDGs」，さえら書房，2018ほか

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
平常点100点で評価する。なお，平常点は，各自の研究紹介やグループワーク，最終プレゼンの内容を含む講義への参加
姿勢を総合的に評価する。60点以上を合格とする。

その他（Other）
特になし

―  ―

科目ナンバー（OP）IND611J
科

目

バイオエコノミー

名

キャンパス

(Bioeconomy)
生田

コーディネーター

秋学期

開講期
山本

英司（Eiji

YAMAMOTO）

単
特任講師

位

2

博士（農学)

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
生物資源の利活用の実態や求められる持続可能な開発目標，ゲノム情報をはじめとした大規模解析の産業への利活用の実
態，機械学習などによる大規模データからの知識抽出とその産業利用，育種や品種改良における研究開発の現場など，実践
的な講義内容を通して学ぶとともに，ゲノム編集作物など技術進歩に対する社会意識なども学習し，社会に求められるバイ
オ産業・技術に対する戦略的思考を学ぶ。またバイオビジネスの根底にある経済原理の基礎や，経営に必要な資金調達，株
式上場などの技術論を学ぶとともに，バイオビジネスの成功事例や失敗事例，バーチャルカンパニーの経営シミュレーショ
ンなどを通じて社会におけるバイオビジネスの成立要件を学習する。これらを通し，将来のキャリアパスを見据えた産業化
または社会実装に対する戦術眼を養う。

授業内容（Course Contents）
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1バイオエコノミーとライフサイエンス（山本英司）
2科学リテラシーの普及活動（早船真広）
3ゲノム編集技術の医療への活用（渡邊將人）
4メタボローム解析が創りだす新事業の可能性（菅野隆二）
5砂漠の国のバイオビジネス（大柳一）
6実験室の成果の商業化（田中良和）
7バイオデータの利活用における計算機技術（内田智博）
8野菜品種改良の基礎と実際（福岡浩之）
9高付加価値林業における研究技術開発（楠和隆）
10漢方製剤のために栽培研究（櫻井美希・津坂宜宏）
11動植物ゲノムの公共データベース（中村保一）
12SDGs・バイオエコノミーに関連付けた研究アピール（プレゼンテーション実習）
13SDGs・バイオエコノミーに関連付けた研究アピール（プレゼンテーション実習）
14バイオエコノミー推進に向けた研究展開（山本英司）

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
特になし

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
次回の講義内容の基礎的知識について，事前に学習しておく。講義を通して各自が行っている研究テーマが社会実装にど
う繋がるかを考察する。

教科書（Textbook(s)）
特に定めない。

参考書（Reference(s)）
特に定めない。

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
レポート（70）と授業への参加度（30）により総合的に評価する。

その他（Other）
特記事項なし

―  ―

科目ナンバー（OP）IND611J
科

目

材料開発とデータサイエンス

名

キャンパス

(Materials development and data science)
生田

コーディネーター

春学期

開講期
萩原

健太（Kenta HAGIWARA）

単
特任講師

位

2

博士（工学)

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
本講義では，まず前半で社会実装されている各材料について概説する。具体的には，材料を形成する「物質」について説
明し，ついで物質から創製される「材料」を素材（セラミックス・金属・ポリマー）と用途（バイオマテリアル）に区分し
て概説していく。後半は，物質や材料の理解を深め，さらに材料設計および物性予測に係わる手法として有用な「計算科学」
について講義を展開する。計算科学の単元では，ミクロ（Week 810）およびマクロ（Week 11―13）な視点に区分して
講義を進める。PC を利用する場合もある。本講義は，応用化学を専門としない大学院生が物質や材料に係わる理解を深め
るとともに，計算科学手法による分子や材料の設計に関する導入科目として位置付けている。本講義の到達目標は，
「物質・
材料の理解の深化」である。

授業内容（Course Contents）
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1イントロダクション
2物質と材料
3セラミックス
4金属と合金
5高分子材料
6バイオマテリアル
7前半のまとめ
8ミクロな視点で見る材料の構造と物性
9分子シミュレーションによる構造解析
10分子シミュレーションによる物性評価
11データサイエンスに基づく材料設計（研究）
12データサイエンスに基づく材料設計（開発）
13データサイエンスに基づく材料設計（製造）
14総括

担当教員
萩原健太（理工学研究科特任講師）
相澤守（理工学部専任教授）
深澤倫子（理工学部専任教授）
金子弘昌（理工学部専任准教授）

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
第 1 回目のイントロダクションにて説明する

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
第 1 回目のイントロダクションにて説明する

教科書（Textbook(s)）
特になし

参考書（Reference(s)）
金子弘昌，「化学のための Python によるデータ解析・機械学習入門」，オーム社（2019）。

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
講義中に課す課題にて評価する。60点以上を合格とする。

その他（Other）
特になし

―  ―

科目ナンバー（OP）IND511J
科

目

ライフサイエンスデータ解析

名

キャンパス

(Data analysis for life science)
中野

コーディネーター

春学期

開講期
山本

誉士（Takashi YAMAMOTO）

単
特任准教授

位

2

博士（理学)

授業の概要・到達目標（Course Summary and Objectives）
情報分野のみならず，農学や理学など様々な研究分野において，データを効率的かつ効果的に解析し，得られた結果を適
正に解釈できる素養が求められている。この講義では，現象の特徴を理解するための様々なデータ解析や可視化などの方法
について網羅的に学ぶ。前半はデータ解析の基礎となるデータ処理や確率統計について解説し，後半はより具体的な解析手
法やプログラミングを習得する。なお，授業ではスライドによる解説に加え，各自がパソコンを使用して与えられたデータ
（主に動物の行動データ）を実際に解析することで内容の理解を深める。
これまでデータ解析にあまり馴染みのない学生は，データの扱いに慣れること，そして現象を数値として捉える思考を養
うことを目指す。一方，データ解析に比較的馴染みのある学生は，解析によって得られた結果の位置づけと意義を考える力
を養うことを目指す。

授業内容（Course Contents）
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1イントロダクション
2データ処理と可視化
3確率統計の基礎
4様々な検定方法
5多変量解析
6プログラミングの基礎
7尤度
8一般化線形モデル
9時空間解析
10環境データ解析（GIS）
11時系列データ解析
12ベイズ統計学
13機械学習の基礎
14まとめと総括

履修上の注意（Prerequisites and registration requirements）
授業中のデータ解析には，無料の統計ソフト R もしくは Python を用いる（どちらか選択）。そのため，毎回の授業には
ノートパソコンを各自持参するのが望ましい。R と Python の環境構築については Week 1 で説明する。必要に応じて授業
の終わりに課題を配布し，翌週に提出してもらう。なお，対面での受講に加え，Zoom 等を用いたリアルタイム配信も併用
する。

準備学習（予習・復習等）の内容（Preparation and Review）
R や Python の使い方および統計学の基礎について予習する。また，授業内容を復習して理解を深める。興味関心や自身
の研究と関連する解析手法について調べ，研鑽を深める。

教科書（Textbook(s)）
特になし。

参考書（Reference(s)）
「データ解析のための統計モデリング入門（一般化線形モデル・階層ベイズモデル・MCMC）」岩波出版
「R によるデータサイエンスデータ解析の基礎から最新手法まで」森北出版
「はじめての Rごく初歩の操作から統計解析の導入まで」北大路書房
「Python1 年生 体験してわかる会話でまなべる プログラミングのしくみ」翔泳社
「入門 Python3」オライリージャパン

成績評価の方法（Grading and Evaluation）
授業への出席（80）・レポート（20）

その他（Other）
質問は授業中および授業終了後に受け付ける。また，個別の質問や解析についての相談は随時対応する。

―  ―
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