



国際日本学研究科について

１．研究科概要

課 程 博士前期課程／博士後期課程

名 称

国際日本学研究科
（Graduate School of Global Japanese Studies）
国際日本学専攻
（Global Japanese Studies Program）

学生定員
博士前期課程 入学定員２０名／収容定員４０名
博士後期課程 入学定員 ５名／収容定員１５名

修業年限 博士前期課程：２年間 博士後期課程：３年間

学 位
修士（国際日本学）／Master of Global Japanese Studies
博士（国際日本学）／Doctor of Philosophy





在学生数（2020年3月1日現在）

（１）博士前期課程 １年生（１４名）
日本人学生 ６名 外国人留学生 ８名

（２）博士前期課程 ２年生（１５名）
日本人学生 ５名 外国人留学生１０名

（３）博士後期課程 １年生（６名）
日本人学生 ５名 外国人留学生１名

（４）博士後期課程 ２年生（３名）
日本人学生 ３名

（５）博士後期課程 ３年生（９名）
日本人学生 ７名 外国人留学生２名

１．研究科概要




博士前期課程（修士学位を取得する）

 ２年間で，指導教員の開設する「演習」を８単位，そ
れ以外に２２単位の，計３０単位以上を取得する。

 ２年次に「修士論文」を提出する。

１．研究科概要

博士後期課程（博士学位を取得する）

 ３年間で，指導教員の開設する「演習」を１２単位，
それ以外に８単位の，計２０単位以上を取得する。

 ３年次に「博士論文」を提出する。

 博士号取得後は，研究者として，研究・教育機関での
活動が期待される。




学部 博士前期課程 博士後期課程

ポップカルチャー ポップカルチャー ポップカルチャー

社会システム・
メディア

日本企業・社会システム
社会・情報・
国際関係

国際関係・文化交流 多文化共生・異文化間教育

言語・国際交流日本語 日本語学・日本語教育学

英語 英語教育学

視覚文化
国際文化・思想
日本文化・思想

文化・思想 文化・思想

２．研究領域・研究分野

http://www.meiji.ac.jp/ggjs/professor/pop_culture.html

出願時に，所属する研究領域と指導教員を選択して受験してください。

http://www.meiji.ac.jp/ggjs/professor/pop_culture.html


研究領域 担当教員

ポップカルチャー 藤本由香里、森川嘉一郎、宮本大人、氷川竜介

日本企業・
社会システム

白戸伸一、呉在烜、小笠原泰、
酒井信、田中絵麻

多文化共生・
異文化間教育

山脇啓造、横田雅弘、岸磨貴子、佐藤郡衛

日本語学・
日本語教育学

田中牧郎、小森和子、柳澤絵美

英語教育学
尾関直子、大須賀直子、廣森友人、マクロクリ
ン・デイヴィット、ルーゲン・ブライアン、大
矢政徳

文化・思想
張競、渡浩一、長尾進、美濃部仁、萩原健、
溝辺泰雄、小谷瑛輔、鵜戸聡

３．国際日本学研究科の教員





４．修士論文のテーマ（一部）

 1980年代初期の中国における日本のアニメーションおよ
びマンガの進出について

 高橋留美子の作品における成熟の問題—『らんま1/2』の変
身の描写を中心に—

 日系食品メーカーの海外進出戦略—日系メーカーのグ
ローバル戦略の観点から—

 日本のコンビニエンスストア・システムに関する研究—
セブンプレミアムの開発及び生産体制を中心に—

 台湾出身の元留学生が日本企業で活躍する条件に関する
研究

 定時制高校教育の異文化間教育学からの捉え直しに関す
る研究 —Ｘ高校を事例として—





４．修士論文のテーマ（一部）

日本語学習者の配慮表現—授受表現と受身表現—

近代翻訳小説における無情物主語構文の訳出

 Types of motivation which establish a habit of reading in 
English

 The Relationships between Working Memory Capacity 
and L2 Oral Production under Pre-planning and 

ロールズ『正義論』における反照的均衡と道徳的直観の
意義

ロック・ミュージックにおける畸形性



 近代漢語における表記・語法の多様性とその変化に関する計量的
研究
―現代語確立期にみる言語変化の様相と背景―

 多文化環境で育まれる学びの研究
―混住寮をフィールドとして―

 English Language Textbook Analysis of Vocabulary and Learning  
Strategies in Japan and Taiwan:From Elementary School to Senior 
High School

 近代における和語の表記の変遷―意味の観点から―

 ウイーンと日本におけるミュージカルのグローカリゼーション史

５．博士論文のテーマ




博士前期課程修了後の進路について

製造業・卸売業・小売業
●フルヤ金属㈱ ●オーディーユージャパン㈱
●生活協同組合連合会大学生活協同組合

情報通信業・サービス業
●㈱ＤＭＭ．Ｃｏｍグループ ●日立物流ソフトウェア㈱
●日本ＩＢＭシステムズ・エンジニアリング㈱
●ＮＴＴラーニングシステムズ㈱

出版・教育・学習支援業
●（株）第一学習社 ●私立中学・高校英語科教員
●東京都教育委員会 ●埼玉県教育委員会
●公益財団法人アジア学生文化協会

博士後期課程修了後の進路について
●国立国語研究所助教 ●東京外国語大学特任講師
●中央大学法学部専任講師 ●明治大学国際日本学部 助教

６．修了後の進路




博士前期 博士後期

入学金 200,000 200,000

授業料(年間） 560,000 520,000

教育充実料（年間） 60,000 ―

７．学費・支援

（１）明治大学大学院研究奨励奨学金（給付）

（２）明治大学私費外国人留学生奨学金（給付）

（３）日本学生支援機構奨学金 （貸与）

（４）明治大学大学院貸費奨学金（貸与）




研究環境について
個人専用デスクのある共同研究室，ディスカッションや
領域別活動を行う専用室が整備されている。

（１）博士前期課程 院生共同研究室（13階）
４０席の共同研究室。個人ロッカー等も使用可能。

（２）博士後期課程 院生共同研究室（14階）
１９席の共同研究室。個人ロッカー等も使用可能。

（３）教育活動支援室（14階）
ディスカッションや打ち合わせ等が可能。事前予約により，
博士前期課程／後期課程どちらの院生も利用できます。

（４）領域専用演習室（11階，12階）
ポップカルチャー，多文化共生・異文化間教育，日本語学・日本語教育学，
英語教育学の4領域では，専用のゼミ室を利用可能です。

８．設備





（１）学内選考入試 ＧＰＡが２．８０以上である者は筆記試験が免除されます

（２）一般入試 筆記試験（専門科目）・面接

※英語能力の証明書の提出が必要です。

（３）外国人留学生入試 筆記試験（専門科目）・面接
※日本語能力に関わる入学条件があります。

（４）社会人特別入試（一種／二種）

（５）３年早期卒業予定者入試 ＧＰＡが3.20 以上である者に機会があります

９．入試
博士前期課程の入試形態

Ⅰ期入試：９月実施（出願は7月）
Ⅱ期入試：２月実施（出願は11～12月）
いずれの入試でも，入学は４月。




●募集要項は，本研究科ＨＰ

からダウンロードできる。
（http://www.meiji.ac.jp/ggjs/）

５月下旬ごろ公開予定

●入試過去問題は，本研究科ＨＰで閲覧可能。

●進学相談会は，５月，６月，１１月に実施。

１０．募集要項・過去問題・進学相談会

http://www.meiji.ac.jp/ggjs/



大学院は，専門性を高めるところ。

専門性を高めることで，知識，技術，教養等を秀でた
ものとすることができる。

修士号や博士号を要件とする専門職がある。

大学院を出れば必ずよい就職ができる，というわけで
はないが，研鑽を通して自らを高めることができる。

自らのテーマによる研究が中心の生活となるため，研
究したいことについて，明確な意思を持って進学して
ほしい。

学部ゼミの指導教員や，大学院を担当している教員に，
早めに相談するのがよい。

11.大学院とは


